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Reborn！SEIZAN
創立101年目を迎えた2022年４月、本校は「惺山高等学校」として新たなスタートを切りました。

「惺」には「はっきりと目覚めること」「澄みきって聡明な様子」という意味があります。高校生活を

通じて自分の持つ個性や強みに目覚め、花を開かせ、純粋な心を持った聡明な人になってほしい

という願いを込めました。「山」は地元山形の雄大な自然、そして山本学園の伝統を継承していく

ことを表しています。

現在は風の時代と言われています。世の中はものすごいスピードで変化しています。その激しく

変化する時代の中で生きてゆくには、「強み」を持つことが必要です。高校生活の中でまず基礎学

力を充実させ、その上で未来へのヴィジョンをしっかり持ち目標を定める。そしてその目標に向

かって、本校が得意とするICTコンテンツを文房具のように活用し、フィールドワークを通じて

地域の人々と深く関わり、表現力・技術力・実践力を磨いていく。このようなヴィジョンを力に変

える教育を実践するために、本校独自の新しいカリキュラムを準備しました。

新生「惺山高等学校」は新たな山形を創る人材を育成していきます。

新しい学びの世界へともに歩み出しましょう。

学校長Seki Yoshito

せいざん

せいざん



一般的になっている中、学校内で自由
にWi-Fiを使って大容量データをスマホ
にダウンロードできることが大きなメ
リットになっています。

注 Chromebookプレゼントについて
※1 機材運用の関係上、在学中の３年間は無償貸与、卒業時（2026年３月）に進呈する形を取ります。
※2 国や県の「生徒１人あたり端末に対する補助制度等」が新設された場合、一部処理が変更になる場合があります（機種料金の保護者負担はありません）。
※3 機種はASUS　Chromebook Detachable CZ1 （製品仕様CPU：MediaTek™ Kompanio 500 2GHz / メモリ：4GB LPDDR4X / 
　　　ディスプレイ：10.1型ワイドTFT / ストレージ：eMMC 64GB / グラフィック：ARM Mali-G72 MP3 / 高精度USIスタイラスペン付属）

　ここ数年で全国に普及したWEB出願。
本校では県内に先駆けてWEB出願をス
タート。郵送用の切手の準備も不要。受検
料の支払いは、簡単便利なコンビニ決済／
ペイジーをお選びいただけます。
　WEBでの出願に不安をお持ちの方に
は、本校を会場に入力サポートも実施しま
す（入力サポートの日程はP12参照）。

簡単、便利
WEB出願

　毎年多くの受検生にご参加いただいている秋の「入試相談会」
がさらに充実します。
　例年の全入試対象の個別入試相談会に加え、「部活動推薦入試」
希望者限定の入試相談会を11月12日（土）に開催します。この相
談会では、入試や各コース説明だけでなく、部活動についてのさ
まざまな相談に各部活動顧問が応じ、入学後の不安の解消に努め
ます。より高いレベルの活動を目指す「部活動推薦入試」希望者対
象の相談会です。

目指せ、全国！ “「部活動推薦入試」
希望者のための”入試相談会

S E I Z A N

SEIZAN
Free Wi-Fi

学校をさらに便利に SEIZAN Free Wi-Fi

誰にでも最新のICTコンテンツを
　本校では「ICTでアイディアを形に」
をテーマとして、2022年４月から新カ
リキュラム授業をスタートさせまし
た。新しい授業ではAdobe Illustrator
を使った作画やWEBマーケティング
など、最新のICTコンテンツを採用し、
教室にいながらより専門的な学びを得
られるようになっています。
　その中心となるのが2019年より利
用してきたICTプラットフォーム
「Google　Chromebook」。オンライ
ン授業、探究型学習、日常の課題提出ま

で、オンラインで学びを支えるツール
として、学校内でも大きな役割を果た
しています。
　社会情勢が変化し、ICTリテラシーの
有無が学びの格差につながりつつある
現状を踏まえ、入学時にご購入いただい
ていた、この「Google　Chromebook」
の最新機種を2023年度入学生全員
にプレゼント。あなたの学校生活の
パートナーとして、３年間の学びを
「Chromebook」と共に築いてほしい
と心より願っています。

　新校舎完成時に設置・運用をはじめた
校内Wi-Fi。今年度はネットワークの強
度をさらに高め、全校生徒が一斉にオン
ライン授業を受けることができるまで
になりました。
　そのような中、Wi-Fiの利便性を生徒

にも提供しようと、校内ネットワーク
のFree Wi-Fi化を完了させました。
　大学や専門学校入学後に送られてく
る課題などもリモート化され、入学前
学習としてのストリーミング授業
（YouTubeなどの映像をみる授業）が

入学者全員に
Chromebook
プレゼント！
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SCHEDULE & CAPACITY

入学手続期間 2023年3月18日（土）
　　  ～3月19日（日）2023年２月３日（金） 正午～２月７日（火）

合格発表 2023年１月18日（水） 正午 2023年２月３日（金） 正午

学力検査 2023年１月31日（火）

書類受付日 2023年１月10日（火）
（郵送受付期間 2023年１月５日（木）～10日(火)必着）

2023年１月19日(木)
〈郵送受付期間 2023年１月16日（月）～19日（木）必着〉

2023年１月18日（水）ーー

ーー

ー ー合格内定通知

2023年１月17日（火）
個人面接 ー ー

推薦入試
みらいチャレンジ
　 / 　入試

みらいチャレンジ
　入試エントリー 2022年12月18日（日） ー ー ー ー

2023年１月17日（火）
タブレット利用型
（3教科）

2023年１月17日（火）
プレゼンテーション
および個人面接

入学願書・受検票
印刷期間 2022年12月12日（月）～2023年１月５日（木） 2022年12月19日（月）

～2023年１月18日（水）

ファッションデザインコース募集コース 特進コース 全コース 全コース
専　願

みらいチャレンジ
　入試

出願期間
（検定料納入期間）

入試種別
および出願区分 専　願

みらいチャレンジ
α入試

2022年12月12日（月）～2023年１月４日（水） 2022年12月19日（月）
～2023年１月12日（木）

専願（推薦）

推薦入試

専　願 併　願

一般入試

〔ご覧になる際に〕　この表は次のように色分けしてあります

受検生が
準備・手続きを行うもの

中学校で
取りまとめ頂くもの

エントリー・各入試・内定通知
学力検査・合格発表

募集定員
募集学科 普通科 ・ 商業科 ・ 衣創科

入試制度 みらいチャレンジα入試 ・ みらいチャレンジ　入試 ・推薦入試 ・ 一般入試
募集定員 300名

学科・コース
普通科 商業科※２ 衣創科

特進コース 普通コース※１ ビジネスコース クリエイティブコース ファッション
デザインコース

※１…普通コースは入学手続時に、進学クラス（大学・看護医療系希望者）・普通クラス（それ以外）を選択します。
※２…商業科は１年次共通履修となり、２年次よりコースを選択します。

入試種別
および出願区分

みらいチャレンジ　入試みらいチャレンジ　入試 推薦入試
専　願専願（推薦）専　願専　願 併　願

一般入試

入試種別
および出願区分

みらいチャレンジ　入試みらいチャレンジ　入試 推薦入試
専　願専願（推薦）専　願専　願 併　願

一般入試

■出願日程につきまして

■試験日程につきまして

■入学手続日程につきまして

入
学
手
続
等

試
験
日
程
等

出
願
②

準
備・出
願
①
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みらいチャレンジα入試01 / 2

02 / 3みらいチャレンジ　入試

03 / 4推薦入試

04 / 5一般入試

05 / 6奨学生制度 （みらいチャレンジ／部活動）

06 / 7優遇制度 （親族／弟妹）

07 / 8WEB出願ガイド

08 / 9ＷＥＢ出願入力準備シート

09 / 10入学手続について

10 / 11授業料・納付金等について

12イベントスケジュール

CHAPTER

個人情報の保護について
出願書類にご記入いただきました入学出願者の個人情報は漏洩・流用のないよう、本校が責任を持って管理します。

□入試相談会
□みらいチャレンジα入試エントリー
□ＷＥＢ出願入力サポート



― 2 ― ― 3 ―

みらいチャレンジαアルファ入試
１.出願資格
（１）2023年３月中学校またはこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を卒業見込みの者、および卒業した者。
（２）本校普通科特進コースでの学習を強く希望し、第一志望で入学を希望する者。
（３）３年次の５教科評定合計が16以上の者。
（４）本校オープンスクールに必ず１回以上参加している者（入試相談会でも可）。
（５）下記３（２）の日程でエントリーを行うこと。
　

２.募集コースおよび特典
（１）特進コース　　20名程度
（２）合格した場合、「みらいチャレンジα奨学生」としての特典（Ｐ６参照）を受けることができます｡　

３.エントリー
（１）本入試ではタブレットPCを使用した学力検査を行います。そのため、操作方法を事前に確認するエントリー日を

設定しました。下記の日程でエントリーを行って下さい。
（２）期日…2022年12月18日（日）９：00～11：30（９：00集合）
（３）会場…本校ICTルーム
（４）内容…学力検査方法の説明・機器操作方法の説明・ID取得のための準備
　　　　　学力検査のポイントおよび対策方法の提示
　　　　　※エントリーにつきましては保護者の方も参観していただくことができます。
　

４.出願手続
（１）出願期間…2022年12月12日（月）～2023年１月４日（水）  
（２）出願書類…「入学願書」「調査書」 （「推薦書」「志願者名簿」「合格通知封筒」は不要）
　　　　　　　「親族／弟妹優遇制度申請書」（該当者のみ）
（３）出願方法…WEB出願ガイド（Ｐ８）を参照し、出願を行って下さい。
　　　　　　　出願書類は中学校長を経由し、書類受付日に提出して下さい。
（４）書類受付日…2023年１月10日（火） 午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（郵送受付期間は2023年１月５日（木）～10日（火）必着とします） 
（５）検 定 料…18,000円　
（６）合格通知郵送料…460円（簡易書留にて郵送します）
　

５.合格者の選抜
（１）合格者は、学力検査と調査書により選抜します。
（２）学力検査はタブレットPCを利用して、次の内容で実施します。

①期　日…2023年１月17日（火）
②会　場…本校
③検査教科および日程…

④配　点…英語・数学・国語 各100点
⑤持ち物…受検票・筆記用具・定規・コンパス・上履き

・計算機や計算機能・英単語表示付腕時計を使用することはできません。
・携帯電話・スマートフォン等の電子機器類を持ち込むことはできません。

　

６.合格発表
（１）期日…2023年１月18日（水）正午
（２）方法…本人及び中学校長宛に郵送で通知します。

出願サイトのマイページからも確認することができます。
（３）その他…不合格者は一般入試に出願することができます（検定料不要）。

　出願希望者は中学校を通じて連絡して下さい。
　

７.入学手続
　合格者は2023年２月３日（金）正午から７日（火）までに、出願サイトより手続して下さい。

01 /

集　合
9：00

英　語
9：30～10：15

数　学
10：30～11：15

国　語
11：30～12：15

みらいチャレンジ　
エ フ

入試02 /

６.入学手続
　合格者は2023年２月３日（金）正午から７日（火）までに、出願サイトより手続して下さい。

１.出願資格
（１）2023年３月中学校またはこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を卒業見込みの者、および卒業した者。
（２）本校衣創科ファッションデザインコースでの学習を強く希望し、第一志望で入学を希望する者。
（３）３年次の９教科評定合計が27以上の者。
（４）次の項目のいずれかに該当するものは、９教科評定合計から２を減じても可とする。
　　①「技術・家庭」「美術」のいずれかの３年次評定が４以上の者。
　　②「美術展」「創作展」「デザインコンテスト」等において中学時に入賞経験のある者。　　※詳細はお問い合わせ下さい。
（５）本校オープンスクールに必ず１回以上参加している者（入試相談会でも可）。　

２.募集コースおよび特典
（１）ファッションデザインコース　　15名程度
（２）合格した場合、「みらいチャレンジ　 奨学生」としての特典（Ｐ６参照）を受けることができます｡　

３.出願手続
（１）出願期間…2022年12月12日（月）～2023年１月４日（水）  
（２）出願書類…「入学願書」「調査書」 （「推薦書」「志願者名簿」「合格通知封筒」は不要）
　　　　　　　「親族／弟妹優遇制度申請書」（該当者のみ）
（３）出願方法…WEB出願ガイド（Ｐ８）を参照し、出願を行って下さい。
　　　　　　　出願書類は中学校長を経由し、書類受付日に提出して下さい。
（４）書類受付日…2023年１月10日（火） 午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（郵送受付期間は2023年１月５日（木）～10日（火）必着とします） 
（５）検 定 料…18,000円　
（６）合格通知郵送料…460円（簡易書留にて郵送します）　

４.合格者の選抜
（１）オリジナルの作品を持参し、プレゼンテーションおよび個人面接を行います。

プレゼンテーションは３分、個人面接は10分程度で行います。
（２）プレゼンテーションおよび個人面接

①期　日…2023年１月17日（火）
②会　場…本校
③日　程…

④持ち物…受検票・上履き・オリジナル作品およびプレゼンテーションに必要な用具
⑤その他…プレゼンテーション時にはパソコンおよびプロジェクターを本校で準備します。
　　　　　パソコンを使用する場合は次のいずれかをお選び下さい。
　　　　　　・OS：Windows10／Microsoft Office2016インストール済
　　　　　　・OS：macOS Monterey／iWorks（Pages,Numbers,Keynote）インストール済   
　　　　　プレゼンテーション資料は、USBメモリにデータとして保存して、またはプリントアウトして
　　　　　持参下さい。作品は当日お持ち帰りいただきます。
　　　　　　《作品分野例》　　　　　　 　　《具体的作品例》 
　　　　　　・水彩画・油彩画・デッサン画 ・中学校の部活動で制作したデッサン、水彩
　　　　　　・イラスト（CGを含む） ・自作のCGイラスト 
　　　　　　・ファッションデザイン ・オリジナルデザインで製作したスカート
　　　　　　・被服製作・手芸・工芸 ・古着をリメイクしたオリジナルバック 
　　　　 ・フェルトでつくったマスコット 
 ・本校の新制服デザイン 
※プレゼンテーションでは、その作品の制作意図や制作の感想、ポイントやこだわりなどを３分間以内にまとめ
　発表してもらいます。　

５.合格発表
（１）期日…2023年１月18日（水）正午
（２）方法…本人及び中学校長宛に郵送で通知します。出願サイトのマイページからも確認することができます。
（３）その他…不合格者は一般入試に出願することができます（検定料不要）。

　出願希望者は中学校を通じて連絡して下さい。

プレゼンテーション・個人面接
9：15～

集　合
9：00
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みらいチャレンジαアルファ入試
１.出願資格
（１）2023年３月中学校またはこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を卒業見込みの者、および卒業した者。
（２）本校普通科特進コースでの学習を強く希望し、第一志望で入学を希望する者。
（３）３年次の５教科評定合計が16以上の者。
（４）本校オープンスクールに必ず１回以上参加している者（入試相談会でも可）。
（５）下記３（２）の日程でエントリーを行うこと。
　

２.募集コースおよび特典
（１）特進コース　　20名程度
（２）合格した場合、「みらいチャレンジα奨学生」としての特典（Ｐ６参照）を受けることができます｡　

３.エントリー
（１）本入試ではタブレットPCを使用した学力検査を行います。そのため、操作方法を事前に確認するエントリー日を

設定しました。下記の日程でエントリーを行って下さい。
（２）期日…2022年12月18日（日）９：00～11：30（９：00集合）
（３）会場…本校ICTルーム
（４）内容…学力検査方法の説明・機器操作方法の説明・ID取得のための準備
　　　　　学力検査のポイントおよび対策方法の提示
　　　　　※エントリーにつきましては保護者の方も参観していただくことができます。
　

４.出願手続
（１）出願期間…2022年12月12日（月）～2023年１月４日（水）  
（２）出願書類…「入学願書」「調査書」 （「推薦書」「志願者名簿」「合格通知封筒」は不要）
　　　　　　　「親族／弟妹優遇制度申請書」（該当者のみ）
（３）出願方法…WEB出願ガイド（Ｐ８）を参照し、出願を行って下さい。
　　　　　　　出願書類は中学校長を経由し、書類受付日に提出して下さい。
（４）書類受付日…2023年１月10日（火） 午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（郵送受付期間は2023年１月５日（木）～10日（火）必着とします） 
（５）検 定 料…18,000円　
（６）合格通知郵送料…460円（簡易書留にて郵送します）
　

５.合格者の選抜
（１）合格者は、学力検査と調査書により選抜します。
（２）学力検査はタブレットPCを利用して、次の内容で実施します。

①期　日…2023年１月17日（火）
②会　場…本校
③検査教科および日程…

④配　点…英語・数学・国語 各100点
⑤持ち物…受検票・筆記用具・定規・コンパス・上履き

・計算機や計算機能・英単語表示付腕時計を使用することはできません。
・携帯電話・スマートフォン等の電子機器類を持ち込むことはできません。

　

６.合格発表
（１）期日…2023年１月18日（水）正午
（２）方法…本人及び中学校長宛に郵送で通知します。

出願サイトのマイページからも確認することができます。
（３）その他…不合格者は一般入試に出願することができます（検定料不要）。

　出願希望者は中学校を通じて連絡して下さい。
　

７.入学手続
　合格者は2023年２月３日（金）正午から７日（火）までに、出願サイトより手続して下さい。
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集　合
9：00

英　語
9：30～10：15

数　学
10：30～11：15

国　語
11：30～12：15

みらいチャレンジ　
エ フ
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６.入学手続
　合格者は2023年２月３日（金）正午から７日（火）までに、出願サイトより手続して下さい。

１.出願資格
（１）2023年３月中学校またはこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を卒業見込みの者、および卒業した者。
（２）本校衣創科ファッションデザインコースでの学習を強く希望し、第一志望で入学を希望する者。
（３）３年次の９教科評定合計が27以上の者。
（４）次の項目のいずれかに該当するものは、９教科評定合計から２を減じても可とする。
　　①「技術・家庭」「美術」のいずれかの３年次評定が４以上の者。
　　②「美術展」「創作展」「デザインコンテスト」等において中学時に入賞経験のある者。　　※詳細はお問い合わせ下さい。
（５）本校オープンスクールに必ず１回以上参加している者（入試相談会でも可）。　

２.募集コースおよび特典
（１）ファッションデザインコース　　15名程度
（２）合格した場合、「みらいチャレンジ　 奨学生」としての特典（Ｐ６参照）を受けることができます｡　

３.出願手続
（１）出願期間…2022年12月12日（月）～2023年１月４日（水）  
（２）出願書類…「入学願書」「調査書」 （「推薦書」「志願者名簿」「合格通知封筒」は不要）
　　　　　　　「親族／弟妹優遇制度申請書」（該当者のみ）
（３）出願方法…WEB出願ガイド（Ｐ８）を参照し、出願を行って下さい。
　　　　　　　出願書類は中学校長を経由し、書類受付日に提出して下さい。
（４）書類受付日…2023年１月10日（火） 午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（郵送受付期間は2023年１月５日（木）～10日（火）必着とします） 
（５）検 定 料…18,000円　
（６）合格通知郵送料…460円（簡易書留にて郵送します）　

４.合格者の選抜
（１）オリジナルの作品を持参し、プレゼンテーションおよび個人面接を行います。

プレゼンテーションは３分、個人面接は10分程度で行います。
（２）プレゼンテーションおよび個人面接

①期　日…2023年１月17日（火）
②会　場…本校
③日　程…

④持ち物…受検票・上履き・オリジナル作品およびプレゼンテーションに必要な用具
⑤その他…プレゼンテーション時にはパソコンおよびプロジェクターを本校で準備します。
　　　　　パソコンを使用する場合は次のいずれかをお選び下さい。
　　　　　　・OS：Windows10／Microsoft Office2016インストール済
　　　　　　・OS：macOS Monterey／iWorks（Pages,Numbers,Keynote）インストール済   
　　　　　プレゼンテーション資料は、USBメモリにデータとして保存して、またはプリントアウトして
　　　　　持参下さい。作品は当日お持ち帰りいただきます。
　　　　　　《作品分野例》　　　　　　 　　《具体的作品例》 
　　　　　　・水彩画・油彩画・デッサン画 ・中学校の部活動で制作したデッサン、水彩
　　　　　　・イラスト（CGを含む） ・自作のCGイラスト 
　　　　　　・ファッションデザイン ・オリジナルデザインで製作したスカート
　　　　　　・被服製作・手芸・工芸 ・古着をリメイクしたオリジナルバック 
　　　　 ・フェルトでつくったマスコット 
 ・本校の新制服デザイン 
※プレゼンテーションでは、その作品の制作意図や制作の感想、ポイントやこだわりなどを３分間以内にまとめ
　発表してもらいます。　

５.合格発表
（１）期日…2023年１月18日（水）正午
（２）方法…本人及び中学校長宛に郵送で通知します。出願サイトのマイページからも確認することができます。
（３）その他…不合格者は一般入試に出願することができます（検定料不要）。

　出願希望者は中学校を通じて連絡して下さい。

プレゼンテーション・個人面接
9：15～

集　合
9：00
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推薦入試

１.出願資格
（１）2023年３月中学校またはこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を卒業見込みの者。
（２）本校での高校生活を強く希望し、第一志望で入学を志す者で、中学校長が推薦する者。
（３）下記の推薦基準を満たし、３年次の評定に１を含まない者。

２.推薦種別および出願基準
Ａ．部活動推薦
（１）本校より、中学校長へ推薦依頼をした者で、３年次の５教科評定合計が12以上の者、

または、９教科評定合計が22以上の者で、部活動を３年間継続する者。
（２）合格した場合、条件に応じて「部活動奨学生」としての特典（P6参照）を受けることができます
　　（条件は事前に中学校を通じて通知します）。
（３）部活動推薦の受検を希望する者は、2022年12月９日（金）までに中学校を通して本校に申し出て下さい。

Ｂ．一般推薦
（１）３年次の５教科評定合計が14以上の者。
（２）次の項目のいずれかに該当する者は、５教科評定合計から１を減じても可とします。

①３年間の欠席日数が０日の者。
②文化・芸術などの分野で、創作・コンクール・大会等の活動を通して評価を得ている者。
③奉仕活動やその他社会的活動を継続して行い、地域社会などから評価を得ている者。
④人物に優れ、生徒会活動などに積極的に参加して、中学校から評価を得ている者。

３.出願手続
（１）出願期間…2022年12月12日（月）～2023年１月４日（水）
（２）出願書類…「入学願書」「調査書」「推薦書」 （「志願者名簿」「合格通知封筒」は不要）「親族／弟妹優遇制度申請書」（該当者のみ） 
（３）出願方法…WEB出願ガイド（Ｐ８）を参照し、出願を行って下さい。
　　　　　　　出願書類は中学校長を経由し、書類受付日に提出して下さい。
（４）書類受付日…2023年１月10日（火） 午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（郵送受付期間は2023年１月５日（木）～10日（火）必着とします）
（５）検 定 料…18,000円 
（６）合格通知郵送料…460円（簡易書留にて郵送します）

４.合格内定者の選抜
（１）合格内定者は、推薦入学試験（個人面接）と

推薦書・調査書などにより選抜します。
（２）推薦入学試験（個人面接）

①期　日…2023年１月17日（火）
②会　場…本校
③日　程…

④持ち物…受検票・上履き

５.合格内定通知
（１）期日…2023年１月18日（水）
（２）方法…中学校長宛に郵送で通知します。
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注１…５教科とは、国語・数学・
社会・理科・英語です。

注２…９教科とは、国語・数
学・社会・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・
技術家庭です。

注３…３年次の評定は、２学
期末までの評定とし
ます。ただし、２学期
制の中学校は１学期
（前期）末の評定とし
ます。

受検番号

1081～ 13：15～13：00
1001～1080

個人面接
9：15～

集　　合
 9：00

６.学力検査および合格発表
（１）合格内定者は、2023年１月31日（火）の学力検査を
　　必ず受検して下さい。
（２）学力検査を終えた後、2023年２月３日（金）正午に

合格発表を行います。
（３）検査教科、日程、合格発表などの詳細については、

「一般入試」（Ｐ５）を参照して下さい。
（４）合格内定を得なかった者は一般入試に出願する
　　ことができます（検定料不要）。
　　出願希望者は中学校を通じて連絡して下さい。

７.入学手続
合格者は2023年２月３日（金）正午から７日（火）までに、
出願サイトより手続して下さい。

一般入試

１.出願資格
　2023年３月中学校またはこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を卒業見込みの者、および卒業した者。

２.出願区分
（１）専願…本校を第一志望として出願する者
（２）併願…上記（１）以外で出願する者

３.出願手続
（１）出願期間…2022年12月19日（月）～2023年１月12日（木）  
（２）出願書類…「入学願書」「調査書」 （「志願者名簿」「合格通知封筒」は不要）
　　　　　　　「親族／弟妹優遇制度申請書」（該当者のみ）
（３）出願方法…WEB出願ガイド（Ｐ８）を参照し、出願を行って下さい。
　　　　　　　出願書類は中学校長を経由し、書類受付日に提出して下さい。
（４）書類受付日…2023年１月19日（木） 午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（郵送受付期間は2023年１月16日（月）～19日（木）必着とします） 
（５）検 定 料…18,000円　
（６）合格通知郵送料…460円（簡易書留にて郵送します）

４.合格者の選抜
（１）合格者は、学力検査と調査書などにより選抜します。
（２）学力検査
①期　日…2023年１月31日（火）
②会　場…本校
③検査教科および日程…

④配　点…国語・数学・社会・理科・英語 各100点
⑤持ち物…受検票・筆記用具・定規・コンパス・昼食・上履き

・計算機や計算機能・英単語表示付腕時計を使用することはできません。
・携帯電話・スマートフォン等の電子機器類を持ち込むことはできません。

５.面接
（１）2022年３月以前に中学校を卒業した者は、

次の要項で面接を行います。
（２）面接

①期日…2023年１月31日（火）
学力検査終了後

②会場…本校図書閲覧室

６.合格発表
（１）期日…2023年２月３日（金）正午
（２）方法…本人及び中学校長宛に郵送で通知します。

出願サイトのマイページからも確認する
ことができます。
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７.入学手続
（１）専願…2023年２月３日（金）正午から７日（火）までに、

出願サイトより手続して下さい。
（２）併願…2023年３月18日（土）から19日（日）までに、

本校へ持参して下さい。

８.その他
（１）JRを利用する受検生に限り、検査当日の朝のみ、

山形駅西口より本校スクールバス等を
７時15分から８時30分まで適宜運行します（予約不要）。

（２）検査当日、保護者の方が受検生の送迎で自家用車を利用
　　される場合、本校校庭の駐車場をご利用下さい。
　　本校周辺の商業施設等への駐車は厳に慎んで下さい。
　　ご協力をお願いします。

集　合

9：00

国　語

9：30～
10：20

数　学

10：35～
11：20

社　会

11：35～
12：20

12：20～
13：10

理　科

13：10～
13：55

英　語

14：10～
14：55

（昼食・休憩）

※国語は作文を、英語はリスニングテストを含みます。
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推薦入試

１.出願資格
（１）2023年３月中学校またはこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を卒業見込みの者。
（２）本校での高校生活を強く希望し、第一志望で入学を志す者で、中学校長が推薦する者。
（３）下記の推薦基準を満たし、３年次の評定に１を含まない者。

２.推薦種別および出願基準
Ａ．部活動推薦
（１）本校より、中学校長へ推薦依頼をした者で、３年次の５教科評定合計が12以上の者、

または、９教科評定合計が22以上の者で、部活動を３年間継続する者。
（２）合格した場合、条件に応じて「部活動奨学生」としての特典（P6参照）を受けることができます
　　（条件は事前に中学校を通じて通知します）。
（３）部活動推薦の受検を希望する者は、2022年12月９日（金）までに中学校を通して本校に申し出て下さい。

Ｂ．一般推薦
（１）３年次の５教科評定合計が14以上の者。
（２）次の項目のいずれかに該当する者は、５教科評定合計から１を減じても可とします。

①３年間の欠席日数が０日の者。
②文化・芸術などの分野で、創作・コンクール・大会等の活動を通して評価を得ている者。
③奉仕活動やその他社会的活動を継続して行い、地域社会などから評価を得ている者。
④人物に優れ、生徒会活動などに積極的に参加して、中学校から評価を得ている者。

３.出願手続
（１）出願期間…2022年12月12日（月）～2023年１月４日（水）
（２）出願書類…「入学願書」「調査書」「推薦書」 （「志願者名簿」「合格通知封筒」は不要）「親族／弟妹優遇制度申請書」（該当者のみ） 
（３）出願方法…WEB出願ガイド（Ｐ８）を参照し、出願を行って下さい。
　　　　　　　出願書類は中学校長を経由し、書類受付日に提出して下さい。
（４）書類受付日…2023年１月10日（火） 午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（郵送受付期間は2023年１月５日（木）～10日（火）必着とします）
（５）検 定 料…18,000円 
（６）合格通知郵送料…460円（簡易書留にて郵送します）

４.合格内定者の選抜
（１）合格内定者は、推薦入学試験（個人面接）と

推薦書・調査書などにより選抜します。
（２）推薦入学試験（個人面接）

①期　日…2023年１月17日（火）
②会　場…本校
③日　程…

④持ち物…受検票・上履き

５.合格内定通知
（１）期日…2023年１月18日（水）
（２）方法…中学校長宛に郵送で通知します。
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注１…５教科とは、国語・数学・
社会・理科・英語です。

注２…９教科とは、国語・数
学・社会・理科・英語・
音楽・美術・保健体育・
技術家庭です。

注３…３年次の評定は、２学
期末までの評定とし
ます。ただし、２学期
制の中学校は１学期
（前期）末の評定とし
ます。

受検番号

1081～ 13：15～13：00
1001～1080

個人面接
9：15～

集　　合
 9：00

６.学力検査および合格発表
（１）合格内定者は、2023年１月31日（火）の学力検査を
　　必ず受検して下さい。
（２）学力検査を終えた後、2023年２月３日（金）正午に

合格発表を行います。
（３）検査教科、日程、合格発表などの詳細については、

「一般入試」（Ｐ５）を参照して下さい。
（４）合格内定を得なかった者は一般入試に出願する
　　ことができます（検定料不要）。
　　出願希望者は中学校を通じて連絡して下さい。

７.入学手続
合格者は2023年２月３日（金）正午から７日（火）までに、
出願サイトより手続して下さい。

一般入試

１.出願資格
　2023年３月中学校またはこれに準ずる学校（以下「中学校」という）を卒業見込みの者、および卒業した者。

２.出願区分
（１）専願…本校を第一志望として出願する者
（２）併願…上記（１）以外で出願する者

３.出願手続
（１）出願期間…2022年12月19日（月）～2023年１月12日（木）  
（２）出願書類…「入学願書」「調査書」 （「志願者名簿」「合格通知封筒」は不要）
　　　　　　　「親族／弟妹優遇制度申請書」（該当者のみ）
（３）出願方法…WEB出願ガイド（Ｐ８）を参照し、出願を行って下さい。
　　　　　　　出願書類は中学校長を経由し、書類受付日に提出して下さい。
（４）書類受付日…2023年１月19日（木） 午前９時から午後４時まで
　　　　　　　　（郵送受付期間は2023年１月16日（月）～19日（木）必着とします） 
（５）検 定 料…18,000円　
（６）合格通知郵送料…460円（簡易書留にて郵送します）

４.合格者の選抜
（１）合格者は、学力検査と調査書などにより選抜します。
（２）学力検査
①期　日…2023年１月31日（火）
②会　場…本校
③検査教科および日程…

④配　点…国語・数学・社会・理科・英語 各100点
⑤持ち物…受検票・筆記用具・定規・コンパス・昼食・上履き

・計算機や計算機能・英単語表示付腕時計を使用することはできません。
・携帯電話・スマートフォン等の電子機器類を持ち込むことはできません。

５.面接
（１）2022年３月以前に中学校を卒業した者は、

次の要項で面接を行います。
（２）面接

①期日…2023年１月31日（火）
学力検査終了後

②会場…本校図書閲覧室

６.合格発表
（１）期日…2023年２月３日（金）正午
（２）方法…本人及び中学校長宛に郵送で通知します。

出願サイトのマイページからも確認する
ことができます。
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７.入学手続
（１）専願…2023年２月３日（金）正午から７日（火）までに、

出願サイトより手続して下さい。
（２）併願…2023年３月18日（土）から19日（日）までに、

本校へ持参して下さい。

８.その他
（１）JRを利用する受検生に限り、検査当日の朝のみ、

山形駅西口より本校スクールバス等を
７時15分から８時30分まで適宜運行します（予約不要）。

（２）検査当日、保護者の方が受検生の送迎で自家用車を利用
　　される場合、本校校庭の駐車場をご利用下さい。
　　本校周辺の商業施設等への駐車は厳に慎んで下さい。
　　ご協力をお願いします。

集　合

9：00

国　語

9：30～
10：20

数　学

10：35～
11：20

社　会

11：35～
12：20

12：20～
13：10

理　科

13：10～
13：55

英　語

14：10～
14：55

（昼食・休憩）

※国語は作文を、英語はリスニングテストを含みます。
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奨学生制度 （みらいチャレンジ/部活動）05 / 優遇制度 （親族/弟妹）

山本学園親族入学優遇制度 （学園創立100周年記念）
惺山高等学校に入学する生徒の父母、兄弟姉妹または本人が、山本学園が設置する幼稚園、高等学校、専門学校の
卒業生または在校生の場合、入学金の一部を減免する制度です。
学園創立100周年を迎えたことを記念して、これまで山本学園を応援してくださった卒業生の皆様へ
感謝の思いを込めて実施します。

１.減免額
施設充実費の一部　30,000円 

２.減免該当者
①入学者の父母が、幼稚園、高等学校、専門学校の卒業生。
②入学者の兄弟姉妹が、幼稚園、高等学校、専門学校の卒業生または在校生。
③入学者本人が、幼稚園の卒園児。

※上記の“幼稚園”は、「竹田幼稚園」、「竹田西部幼稚園」。“高等学校”は、「山本学園高等学校」、「竹田女子高等学校」。
　“専門学校”は、「専門学校山形Ｖ.カレッジ」、「山形総合ビジネス専門学校」、「山形コンピュータビジネス専門学校」、
　「竹田家政専門学校」とする。
※この制度は、「奨学生制度」（Ｐ６参照）と重複して受けられるものとする。
※この制度と下記「惺山高等学校弟妹優遇制度」がともに該当する場合は、
　「惺山高等学校弟妹優遇制度」のみを適用する。
※この制度に家族の中で複数該当者がいる場合は、代表１名のみ申請書へ記載する。

３.申請方法
出願願書に加えて別紙「山本学園親族入学優遇制度・惺山高等学校弟妹優遇制度申請書」を書類受付日に提出する。
※申請書は、本校ホームページからダウンロードできます。

惺山高等学校弟妹優遇制度
惺山高等学校に在籍する生徒の弟妹が本校へ入学する場合、入学時納入金のうち施設充実費を免除する制度です。

１.免除額
施設充実費全額　80,000円

※この制度は、惺山高等学校「奨学生制度」と重複して受けられるものとする。
※この制度と上記「山本学園親族入学優遇制度」がともに該当する場合は、
　「惺山高等学校弟妹優遇制度」のみを適用する。

２.申請方法
出願願書に加えて別紙「山本学園親族入学優遇制度・惺山高等学校弟妹優遇制度申請書」を書類受付日に提出する。
※申請書は、本校ホームページからダウンロードできます。
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ａ．みらいチャレンジα奨学生� 該当する入試制度：みらいチャレンジα入試

条 件 出願基準（評定） 選考基準 入学時の特典 毎月の特典

条件１ ３年次の５教科
評定合計が16以上の者
（普通科特進コースのみ）

みらいチャレンジα入試で
３教科合計165点以上の者

入学金・
施設充実費免除

月額28,900円まで
の授業料補助

条件２ 上記基準に達しなかった者 施設充実費免除 月額15,000円まで
の授業料補助

（１）みらいチャレンジα入試にて出願した際に該当となる奨学生制度です（詳細はP２参照）。
（２）５教科とは、国語・数学・社会・理科・英語です。
（３）３教科とは、国語・数学・英語です。

ｂ．みらいチャレンジβ奨学生� 該当する入試制度：一般入試（専願・併願）

条 件 出願基準（評定） 選考基準 入学時の特典 毎月の特典

条件１ ３年次の５教科
評定合計が16以上の者
（全学科・コース該当）

一般入試で５教科合計
320点以上の者

入学金・
施設充実費免除

月額28,900円まで
の授業料補助

条件２ 一般入試で５教科合計
300点以上の者 施設充実費免除 月額15,000円まで

の授業料補助

（１）一般入試にて出願した際に該当となる奨学生制度で、専願・併願ともに希望できます。
（２）希望する場合は、出願時に「みらいチャレンジβ奨学生希望」を選択して下さい。
（３）みらいチャレンジβ奨学生を希望した場合、学力検査の得点も郵送で通知します。
　　なお、通知するのは出願基準（評定）を満たした受検生に限ります。

（４）５教科とは、国語・数学・社会・理科・英語です。

ｃ．みらいチャレンジ 奨学生� 該当する入試制度：みらいチャレンジ 入試

条 件 出願基準（評定） 選考基準 入学時の特典 毎月の特典

条件１ ３年次の９教科
評定合計が27以上の者
（衣創科ファッション
　デザインコースのみ）

みらいチャレンジ 入試で
高い意欲を持つと判定された者

入学金・
施設充実費免除

月額28,900円まで
の授業料補助

条件２ 上記基準に達しなかった者 施設充実費免除 月額15,000円まで
の授業料補助

（１）みらいチャレンジ 入試にて出願した際に該当となる奨学生制度です（詳細はP３参照）。

ｄ．部活動奨学生� 該当する入試制度：推薦入試・推薦種別Ａ「部活動推薦」

条 件 出願基準 入学時の特典 毎月の特典

条件１

本校より中学校長へ
推薦依頼した者

入学金・施設充実費免除 月額28,900円までの授業料補助
条件２ 施設充実費免除 月額15,000円までの授業料補助
条件３ 月額 6,000円までの授業料補助
条件４ 施設充実費免除

ノミネート

（１）「ノミネート」は推薦入試・推薦種別Ａ「部活動推薦」での出願となりますが、「部活動奨学生」としての特典はありません。
（２）奨学生の継続は、各年度末に奨学生審議委員会で決定します。
（３）上記出願基準の他に、本校校長が特に就学上支援を必要と認めた者については、奨学生として採用します。
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奨学生制度 （みらいチャレンジ/部活動）05 / 優遇制度 （親族/弟妹）

山本学園親族入学優遇制度 （学園創立100周年記念）
惺山高等学校に入学する生徒の父母、兄弟姉妹または本人が、山本学園が設置する幼稚園、高等学校、専門学校の
卒業生または在校生の場合、入学金の一部を減免する制度です。
学園創立100周年を迎えたことを記念して、これまで山本学園を応援してくださった卒業生の皆様へ
感謝の思いを込めて実施します。

１.減免額
施設充実費の一部　30,000円 

２.減免該当者
①入学者の父母が、幼稚園、高等学校、専門学校の卒業生。
②入学者の兄弟姉妹が、幼稚園、高等学校、専門学校の卒業生または在校生。
③入学者本人が、幼稚園の卒園児。

※上記の“幼稚園”は、「竹田幼稚園」、「竹田西部幼稚園」。“高等学校”は、「山本学園高等学校」、「竹田女子高等学校」。
　“専門学校”は、「専門学校山形Ｖ.カレッジ」、「山形総合ビジネス専門学校」、「山形コンピュータビジネス専門学校」、
　「竹田家政専門学校」とする。
※この制度は、「奨学生制度」（Ｐ６参照）と重複して受けられるものとする。
※この制度と下記「惺山高等学校弟妹優遇制度」がともに該当する場合は、
　「惺山高等学校弟妹優遇制度」のみを適用する。
※この制度に家族の中で複数該当者がいる場合は、代表１名のみ申請書へ記載する。

３.申請方法
出願願書に加えて別紙「山本学園親族入学優遇制度・惺山高等学校弟妹優遇制度申請書」を書類受付日に提出する。
※申請書は、本校ホームページからダウンロードできます。

惺山高等学校弟妹優遇制度
惺山高等学校に在籍する生徒の弟妹が本校へ入学する場合、入学時納入金のうち施設充実費を免除する制度です。

１.免除額
施設充実費全額　80,000円

※この制度は、惺山高等学校「奨学生制度」と重複して受けられるものとする。
※この制度と上記「山本学園親族入学優遇制度」がともに該当する場合は、
　「惺山高等学校弟妹優遇制度」のみを適用する。

２.申請方法
出願願書に加えて別紙「山本学園親族入学優遇制度・惺山高等学校弟妹優遇制度申請書」を書類受付日に提出する。
※申請書は、本校ホームページからダウンロードできます。
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WEB出願ガイド

WEBでの出願となります。下記の流れを見ながら出願を進めてください。

07 /

スマートフォン、タブレット端末でも
ご利用いただけます本校HPから出願サイトへアクセス

オープンスクールの申込で、
既にマイページを持っている方は、
作成する必要はありません

マイページを作成

※みらいチャレンジ 　/ 　入試は推薦入試
　と同じ締切日です。

中学校の先生方へ
■  調査書は公立高校と同じ様式となります。　　■  推薦書は本校ホームページよりダウンロードしてください。
■  志願者名簿（中学校作成）は不要です。

受検生の方へ
■  自宅にプリンターがない場合、コンビニ等のプリントサービスをご利用ください。
■  本校を会場にして、入力サポートを実施します。12月24日(土)の午前中となります
　（詳細は本校ホームページにて）。WEB出願に不安のある方はこちらにご参加ください。

出願の流れ 備　考

『コンビニ前払い』、または『ペイジー』の
いずれかを選択します検定料納入方法の選択

出願・納入締切 ： 推薦入試 １月 ４日（水）
        　　　　　一般入試 １月12日（木）検定料納入　18,460円（合格通知郵送料含）

印刷締切 ： 推薦入試 １月 ５日（木）
　　　　    一般入試 １月18日（水）

検定料の納入後、出願サイトから『受検票』『入学願書』を
ダウンロードし印刷（受検番号も入っています）

出願情報入力：推薦入試　12月12日（月）～
　　　　　　　一般入試　12月19日（月）～

準
備
　
　
　
　

受検時、『受検票』を持参

左記のほか、本人および出身中学校長宛に
郵送で合否を通知します発表日以降、マイページから合否を確認

出
願
後

『入学願書』を中学校へ提出出
願
❷
　
　
　
　

『WEB出願入力準備シート』の内容を入力

出
願
❶
　
　
　
　

中学校の先生は、『推薦書』『調査書』を作成し、
『入学願書』とともに本校に提出してください

書類受付日 ： 推薦入試 １月10日（火）　　
（郵送受付　１月 ５（木）～10（火）必着）

一般入試 １月19日（木）　　
（郵送受付　１月16（月）～19（木）必着）

受
検
生

受
検
生

中
学
校

α

本校HPへ
WEB出願入力準備シート08 /

※記入された内容は個人情報を多く含みますので紛失しないように大切に保管してください。

本

　
　
　人

保

　護

　者

ふりがな

氏名

現住所

中学校

氏名

現住所

性別 生年月日
平成　　　　年　　　　月　　　　日

電話番号 （　　　　　）

　年　　　月
　 卒業見込み  ・  卒業　立　　　　　　　　　　　　　　中学校

〒

〒

みらいチャレンジα ◌ ◌

◌

◌

◌

◌

◌

◌

専　願

専　願・みらいチャレンジβ奨学生希望

併　願

併　願・みらいチャレンジβ奨学生希望

みらいチャレンジ

推 薦
Ａ．部活動推薦〔　　 　      　　　〕部

Ｂ．一般推薦

一 般

出 願 区 分：該当する出願区分を◯で囲んでください

◌

◌

◌

◌

普通コース

商業科

ファッションデザインコース

志望なし

特進コース

普通コース

商業科

ファッションデザインコース

第
二
希
望

第
一
希
望

志望コース・科：該当する出願区分を◯で囲んでください
◌

◌

◌

◌

※『みらいチャレンジα』『みらいチャレンジ　 』で出願する方は、記入する必要はありません

出願後に印刷する書類

『受検票』『入学願書』

・受 検 票 … 受検当日に持参してください
・入学願書 … 中学校へ提出してください

※みらいチャレンジ  奨学生希望者は３年次の５教科評定合計が16以上であることを確認してください。β
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WEB出願ガイド

WEBでの出願となります。下記の流れを見ながら出願を進めてください。
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中学校の先生方へ
■  調査書は公立高校と同じ様式となります。　　■  推薦書は本校ホームページよりダウンロードしてください。
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ファッションデザインコース

志望なし

特進コース

普通コース

商業科

ファッションデザインコース

第
二
希
望

第
一
希
望

志望コース・科：該当する出願区分を◯で囲んでください
◌

◌

◌

◌

※『みらいチャレンジα』『みらいチャレンジ　 』で出願する方は、記入する必要はありません

出願後に印刷する書類

『受検票』『入学願書』

・受 検 票 … 受検当日に持参してください
・入学願書 … 中学校へ提出してください

※みらいチャレンジ  奨学生希望者は３年次の５教科評定合計が16以上であることを確認してください。β

※Ａ４用紙に印刷してください

１． １．

２．

２０２３年度

受   検   票
受検番号 4001

連絡先：惺山高等学校　 023-643-0321

惺 山 高 等 学 校

第２志望コース 普通コース 普通コース

第１志望コース 第１志望コース特進コース

性別

男

試験日 １月３１日（火）

一般入試（併願）
出願区分

みらいチャレンジβ

氏　名

中学校 ○○市立○○中学校

ふりがな せいざん　のぼる

惺山　昇

【注意】
この受検票は試験当日持参して、机の上においてください。

氏　名 惺山　昇 男

２０２３年度
惺 山 高 等 学 校

入　学　願　書
受検番号 4001

第２志望コース

特進コース

ふりがな せいざん　のぼる 性別

連絡先：惺山高等学校　 023-643-0321

この入学願書は中学校の先生から指定された期日に従い、

中学校の先生に提出してください。

１月３１日（火）

出願区分 一般入試（併願）

みらいチャレンジβ

【注意】
受検票と入学願書は必ず切り取ってください。

中学校 ○○市立○○中学校

試験日

キ

リ

ト

リ

み ほ ん
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入学手続について 09 / 授業料・納付金等について10 /
入学手続
合格者は、出願サイトより入学手続を行って下さい。期間内に手続を完了しない場合には、入学辞退とみなします。

入試区分 入学金 施設充実費 納入金合計 手続期間 納入方法

みらい
チャレンジ
α・ 入試

条件１       0円       0円       0円

2023年
２月３日（金）正午
～２月７日（火）

出願サイト
より手続

条件２ 120,000円       0円 120,000円

推
薦
入
試

Ａ.部活動推薦

条件１       0円       0円       0円

条件２ 120,000円       0円 120,000円

条件３ 120,000円  80,000円 200,000円

条件４ 120,000円     0円 120,000円

Ｂ.一般推薦 120,000円  80,000円 200,000円

一
般
入
試

専　　願 120,000円  80,000円 200,000円

専願・みらい
チャレンジβ

奨学生

条件１       0円       0円       0円

条件２ 120,000円    0円 120,000円

併　　願 140,000円  80,000円 220,000円
2023年３月18日（土）

～19日（日）
午前９時から午後３時

本校にて
手続（持参）併願・みらい

チャレンジβ
奨学生

条件１       0円       0円       0円

条件２ 140,000円     0円 140,000円

※本校では、施設充実費は入学時のみ納入いただきます（進級時に別途納入することはありません）。
※親族／弟妹優遇制度を利用した場合は金額が変わります（P７参照）。

（金額は2023年度予定）
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入学手続について 09 / 授業料・納付金等について10 /
毎月の納付金について

授業料
諸会費

計 月額合計
生徒会費 PTA会費 文化体育後援会費

38,800円 1,000円 1,000円 1,000円 3,000円 41,800円

※入学の際には生徒会、PTA、文化体育後援会に加入していただきます。
※上記の他に修学旅行積立金（5,000円程度）、ICT教育関連費（1,500円）が別途必要となります。

その他の必要経費について
①制服代　　②運動着代　　③内シューズ代　　④教科書代　　⑤学年諸経費　　が別途必要となります。
＊①②③は合格手続きの期間内（２/４（土）～２/６（月））に販売店にて購入してください。詳細は合格通知に同封します。
＊④は３月24日（金）～25日（土）に八文字屋　本店で購入してください。
＊④⑤の詳細は、３月24日（金）の新入生オリエンテーション時に説明します。

【参考】授業料に対する公的補助について（月額）�

世帯の年収目安 就学支援金（国） 軽減補助金（県） 支給合計 納付授業料

590万円未満 33,000円 1,000円 34,000円 7,800円

590万円～910万円 9,900円 10,100円 20,000円 21,800円

910万円以上 － － － 41,800円

※就学支援金・軽減補助金は2022年度の実績となります。
※世帯の年収目安は文部科学省で定めた参考値であり、家族構成等によって異なります。

【参考】みらいチャレンジ奨学生・部活動奨学生の場合の例

世帯の年収目安 授業料 就学支援金（国）・
軽減補助金（県）合計 奨学生条件 奨学金 納付授業料

590万円未満 38,800円 34,000円

条件１ 28,900円 なし

条件２ 15,000円 なし

条件３ 6,000円 なし

590万円～910万円 38,800円 20,000円

条件１ 28,900円 なし

条件２ 15,000円 3,800円

条件３ 6,000円 12,800円

910万円以上 38,800円 －

条件１ 28,900円 9,900円

条件２ 15,000円 23,800円

条件３ 6,000円 32,800円

※部活動奨学生・条件４は施設充実費のみ免除されます。

（金額は2023年度予定）
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イベントスケジュール

□ファイナルチャレンジ2022

□入試相談会（ご予約はHPから）

WEB入力に
不慣れな方でも安心

合格＝授業料補助
全国初のICT入試

個別面談形式で
入試制度や

授業料補助制度をご案内

今年度最後の
Open School！

12月18日（日） 9：00～11：30（９：00集合）　対象：特進コース奨学生希望者

□ＷＥＢ出願入力サポート

12月2４日（土） 9：00～12：00　

自宅にWEB環境のない方への
出願サポートです。
WEBでの入力に不安をお持ち
の方もご参加下さい。
本校教員がわかりやすくサ
ポートします。

□みらいチャレンジα入試エントリー
　（特進コースのICT利用型 奨学生入試）

アルファ

第３回 ： 11月27日（日） 9：00～12：00　対象：全ての入試区分

第２回 ： 11月20日（日） 9：00～12：00　対象：全ての入試区分

第１回 ： 11月12日（土） 9：00～12：00　対象：「部活動推薦入試」希望者

第４回 ： 12月　４日（日） 9：00～12：00　対象：全ての入試区分

第５回 ： 12月11日（日） 9：00～12：00　対象：全ての入試区分

※第２回～第５回までは、
13：00～みらいチャレンジ
　入試（ファッションデザ
インコースの奨学生入試）
向けのプレゼンテーション
作品相談会も実施します。

2022年10月２日（日） ８：45～ ９：15 受付
 第１部…９：15～11：00
 第２部…11：20～

スタディチャレンジ＆Chromebookチャレンジ
アクティビティ（体験部活動）
みらいチャレンジ　入試相談会（特進コース）
みらいチャレンジ　入試相談会（デザインコース）
個別入試相談会

α



一般的になっている中、学校内で自由
にWi-Fiを使って大容量データをスマホ
にダウンロードできることが大きなメ
リットになっています。

注 Chromebookプレゼントについて
※1 機材運用の関係上、在学中の３年間は無償貸与、卒業時（2026年３月）に進呈する形を取ります。
※2 国や県の「生徒１人あたり端末に対する補助制度等」が新設された場合、一部処理が変更になる場合があります（機種料金の保護者負担はありません）。
※3 機種はASUS　Chromebook Detachable CZ1 （製品仕様CPU：MediaTek™ Kompanio 500 2GHz / メモリ：4GB LPDDR4X / 
　　　ディスプレイ：10.1型ワイドTFT / ストレージ：eMMC 64GB / グラフィック：ARM Mali-G72 MP3 / 高精度USIスタイラスペン付属）

　ここ数年で全国に普及したWEB出願。
本校では県内に先駆けてWEB出願をス
タート。郵送用の切手の準備も不要。受検
料の支払いは、簡単便利なコンビニ決済／
ペイジーをお選びいただけます。
　WEBでの出願に不安をお持ちの方に
は、本校を会場に入力サポートも実施しま
す（入力サポートの日程はP12参照）。

簡単、便利
WEB出願

　毎年多くの受検生にご参加いただいている秋の「入試相談会」
がさらに充実します。
　例年の全入試対象の個別入試相談会に加え、「部活動推薦入試」
希望者限定の入試相談会を11月12日（土）に開催します。この相
談会では、入試や各コース説明だけでなく、部活動についてのさ
まざまな相談に各部活動顧問が応じ、入学後の不安の解消に努め
ます。より高いレベルの活動を目指す「部活動推薦入試」希望者対
象の相談会です。

目指せ、全国！ “「部活動推薦入試」
希望者のための”入試相談会

S E I Z A N

SEIZAN
Free Wi-Fi

学校をさらに便利に SEIZAN Free Wi-Fi

誰にでも最新のICTコンテンツを
　本校では「ICTでアイディアを形に」
をテーマとして、2022年４月から新カ
リキュラム授業をスタートさせまし
た。新しい授業ではAdobe Illustrator
を使った作画やWEBマーケティング
など、最新のICTコンテンツを採用し、
教室にいながらより専門的な学びを得
られるようになっています。
　その中心となるのが2019年より利
用してきたICTプラットフォーム
「Google　Chromebook」。オンライ
ン授業、探究型学習、日常の課題提出ま

で、オンラインで学びを支えるツール
として、学校内でも大きな役割を果た
しています。
　社会情勢が変化し、ICTリテラシーの
有無が学びの格差につながりつつある
現状を踏まえ、入学時にご購入いただい
ていた、この「Google　Chromebook」
の最新機種を2023年度入学生全員
にプレゼント。あなたの学校生活の
パートナーとして、３年間の学びを
「Chromebook」と共に築いてほしい
と心より願っています。

　新校舎完成時に設置・運用をはじめた
校内Wi-Fi。今年度はネットワークの強
度をさらに高め、全校生徒が一斉にオン
ライン授業を受けることができるまで
になりました。
　そのような中、Wi-Fiの利便性を生徒

にも提供しようと、校内ネットワーク
のFree Wi-Fi化を完了させました。
　大学や専門学校入学後に送られてく
る課題などもリモート化され、入学前
学習としてのストリーミング授業
（YouTubeなどの映像をみる授業）が

入学者全員に
Chromebook
プレゼント！

オ
ン
ライ

ンでコ
ロナに負けるな

SCHEDULE & CAPACITY

入学手続期間 2023年3月18日（土）
　　  ～3月19日（日）2023年２月３日（金） 正午～２月７日（火）

合格発表 2023年１月18日（水） 正午 2023年２月３日（金） 正午

学力検査 2023年１月31日（火）

書類受付日 2023年１月10日（火）
（郵送受付期間 2023年１月５日（木）～10日(火)必着）

2023年１月19日(木)
〈郵送受付期間 2023年１月16日（月）～19日（木）必着〉

2023年１月18日（水）ーー

ーー

ー ー合格内定通知

2023年１月17日（火）
個人面接 ー ー

推薦入試
みらいチャレンジ
　 / 　入試

みらいチャレンジ
　入試エントリー 2022年12月18日（日） ー ー ー ー

2023年１月17日（火）
タブレット利用型
（3教科）

2023年１月17日（火）
プレゼンテーション
および個人面接

入学願書・受検票
印刷期間 2022年12月12日（月）～2023年１月５日（木） 2022年12月19日（月）

～2023年１月18日（水）

ファッションデザインコース募集コース 特進コース 全コース 全コース
専　願

みらいチャレンジ
　入試

出願期間
（検定料納入期間）

入試種別
および出願区分 専　願

みらいチャレンジ
α入試

2022年12月12日（月）～2023年１月４日（水） 2022年12月19日（月）
～2023年１月12日（木）

専願（推薦）

推薦入試

専　願 併　願

一般入試

〔ご覧になる際に〕　この表は次のように色分けしてあります

受検生が
準備・手続きを行うもの

中学校で
取りまとめ頂くもの

エントリー・各入試・内定通知
学力検査・合格発表

募集定員
募集学科 普通科 ・ 商業科 ・ 衣創科

入試制度 みらいチャレンジα入試 ・ みらいチャレンジ　入試 ・推薦入試 ・ 一般入試
募集定員 300名

学科・コース
普通科 商業科※２ 衣創科

特進コース 普通コース※１ ビジネスコース クリエイティブコース ファッション
デザインコース

※１…普通コースは入学手続時に、進学クラス（大学・看護医療系希望者）・普通クラス（それ以外）を選択します。
※２…商業科は１年次共通履修となり、２年次よりコースを選択します。

入試種別
および出願区分

みらいチャレンジ　入試みらいチャレンジ　入試 推薦入試
専　願専願（推薦）専　願専　願 併　願

一般入試

入試種別
および出願区分

みらいチャレンジ　入試みらいチャレンジ　入試 推薦入試
専　願専願（推薦）専　願専　願 併　願

一般入試

■出願日程につきまして

■試験日程につきまして

■入学手続日程につきまして

入
学
手
続
等

試
験
日
程
等

出
願
②

準
備・出
願
①



R
eborn！

SEIZA
N

募集要項
2023

入学者全員
に

Chrome
book

プレゼント
！

https：//www.seizan.ed.jp/
〒990－0832
山形市城西町三丁目13番７号
TEL.（023）643－0321　（代　表）
       (023)643－0323　（職員室）
FAX.（023）643－2974

Web出願は
こちらから

Reborn！SEIZAN
創立101年目を迎えた2022年４月、本校は「惺山高等学校」として新たなスタートを切りました。

「惺」には「はっきりと目覚めること」「澄みきって聡明な様子」という意味があります。高校生活を

通じて自分の持つ個性や強みに目覚め、花を開かせ、純粋な心を持った聡明な人になってほしい

という願いを込めました。「山」は地元山形の雄大な自然、そして山本学園の伝統を継承していく

ことを表しています。

現在は風の時代と言われています。世の中はものすごいスピードで変化しています。その激しく

変化する時代の中で生きてゆくには、「強み」を持つことが必要です。高校生活の中でまず基礎学

力を充実させ、その上で未来へのヴィジョンをしっかり持ち目標を定める。そしてその目標に向

かって、本校が得意とするICTコンテンツを文房具のように活用し、フィールドワークを通じて

地域の人々と深く関わり、表現力・技術力・実践力を磨いていく。このようなヴィジョンを力に変

える教育を実践するために、本校独自の新しいカリキュラムを準備しました。

新生「惺山高等学校」は新たな山形を創る人材を育成していきます。

新しい学びの世界へともに歩み出しましょう。

学校長Seki Yoshito

せいざん

せいざん




