
種類 特別入試

入試日 3/25（木）

　９教科 全コース

　SＺコース（一般） 4.8以上 ①一般推薦 　 　

　Ｚコース（一般）　　　　　　　4.5以上 　SＺコース（一般） 4.5以上

募集コースと 　Rコース　　　　　　 3.2以上 　Ｚコース（一般）　　　　　　 3.8以上 ９教科

評定基準 　Aコース　　　　　　 3.2以上 　Rコース　　　　　　 3.0以上 Rコース 3.0以上 3.0以上

 　Aコース　　　　　　 3.0以上 Aコース 3.0以上

②スポーツ特待推薦2.5以上 再受験可

特待制度

　

単願・併願 単願 併願 単願 併願 単願 併願 単願

国・数・英

試験内容 （記述）

面接

試験会場

受験料 12,000円

出願手続 3/24（水）

合格発表 3/25（木）

単願 併願 単願 併願 単願 併願 単願

入学手続 2/8（月） 2/8（月） 2/8（月） 2/8（月） 2/8（月） 2/8（月） 3/25（木）

～ ～ ～ ～ ～ ～

2/10（水） 3/25（木） 2/10（水） 3/25（木） 2/10（水） 3/25（木）3/25（木）

ＡＯ入試

1/16（土）

９教科　９教科

単願

面接

単願

2/8（月）

～

2/10（水）

ＳＺコース

（一種特待）

（二種特待）

学力特待

（一種・二種・

三種特待）

併願

2/8（月）

～

1/21（木）

　宮古会場（陸中ビル）

1/8（金） 1/7（木）・1/8（金）

　　　学習の時間。火～金曜日は6時間授業。放課後は、希望制ゼミまたは部活動を選択。土曜日は休業日。

　　　ただし第4土曜日は行事が入る場合がある。スポーツ特待制度あり。

学力特待

調査書入試

3　令和3年度　生徒募集要項（早見表）

推薦入試学力特待入試

12,000円（再受験料は無料です）

　石鳥谷会場（ＪＡいわて花巻石鳥谷支店）

英・理

（マークシート）

国・数・英

（マークシート）

面接（単願）

学力特待

（一種・二種・　

　　　難関国公立大学・私立大学を目指す進学指導。2年次より文理分けクラス編成。月～金曜日7時間

1.募集人員
　全日制普通科　240名　男女共学

2.設置コース

特進選抜ＳＺコース

　　　東大・国公立大学医学部など超難関大学合格を目指す進学指導。2年次より文理分けクラス編成。

　　  月～金曜日7時間授業。第1・3・5土曜日は授業。第2土曜日は休業日、第4土曜日は行事が入る

特進Ｚコース

　　　場合がある。放課後は、希望制ゼミまたは部活動を選択。　学力特待制度（一種・二種）あり。

　　　授業。第1・3・5土曜日は授業、第2土曜日は休業日、第4土曜日は行事が入る場合がある。

進学総合Aコース

　　　国公立大学・私立大学を目指す進学指導。２年次より文理分けクラス編成。月曜日の７時間目は総合的な

国際Ｒコース

評定基準なし

    　今年度から、進学A・Bコースを統合し、進学総合Aコースに一本化した。

全コース 全コース

評定基準なし

2/5（金）

盛岡中央高等学校

1/25（月）・26（火）

　盛岡医療福祉スポーツ専門学校

　　　放課後は、希望制ゼミまたは部活動を選択。学力特待制度（三種）あり。

　　　の説明を受けてから決定する。

3.8以上
Ｚコース
（一般）

　　　により、全員が2級資格取得を目指す。なお、「留学グループ」と「英語スキルアップグループ」の選択は、入学後

　　　一方、「英語スキルアップグループ」は、英会話の授業（火曜日～金曜日の7時間目）や英検対策講座の開催

　　　国際Rコースには、「留学グループ」と「英語スキルアップグループ」の2つがある。「留学グループ」は、オーストラリア

　　　海外留学（１年間、3ヶ月の選択制）により英語力を大きく伸ばす、画期的な留学支援プログラムを受講する。

（１）入試制度

前期入試

Ｚコース

（三種特待）

評定基準なし

後期入試

1/17（日） 2/1（月）

（一種・二種・

三種特待） 三種特待）

（1種・2種・3種特待）

　

スポーツ特待

併願 単願

1/8（金）

　盛岡中央高等学校

　盛岡外語観光＆ブライダル専門学校

　岩手教育会館

　都南会場（ふれあいランド岩手）

　北上会場（北上オフィスプラザ）

国・数・英

（マークシート）

国・数・社

書類審査 面接



（２）受験方法

　　①単願か併願のどちらかを選択します（入学願書の受験コード欄に記入して下さい。）

記入例　01＝単願男子　02＝単願女子　　　11＝併願男子　12＝併願女子

　　②何回受験しても受験料は１回分のみになります。（特別入試を除く）

　　③ただし、単願と併願の組み合わせは出来ません。

単願の例 → → → 後期入試（単）

　

併願の例 → → → 後期入試（併）

（３）各入試における合格コース一覧

SZ一種 SZ二種 SZ一般 Z三種 Z一般 R A

○ ○ × ○ × × ×

× × ○ × ○ ○ ○

× × ○ × ○ ○ ○

× × × × ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

○ ○ × ○ ○ ○ ○

× × ○ × ○ ○ ○

4.学費

（1）入学時納付金 （２）毎月の納入金

　　①入学金　　　　　 120,000円 　　①授業料　　　 30,000円  

　　②施設設備金　　 100,000円 　　②維持費　　　　 4,800円  

　　　　　合計　　　　　　 220,000円 　　③教育振興費　 5,000円  

　　④その他　　　　 3,500円 （生徒会費1,400円　後援会費1,600円　同窓会費500円）

　　合計　　　　　 43,300円  

5.特待制度

（1）学力特待制度　：　学業成績及び人物が優れている生徒には、下記の奨学金を支給します。奨学金+就学支援金

　　　　　　　　　　　　　　の合計金額が毎月の納入金額（39,800円）を超える場合は、同額を限度とします。

  特進選抜ＳＺコース（一種特待）

　　　　単願：①入学時 　 220,000円 ②毎月 20,000円

　　　　併願：①入学時 　 150,000円 ②毎月 13,000円

　特進選抜ＳＺコース（二種特待）

　　　　単願：①入学時 　 170,000円 ②毎月 15,000円 　 　 　 　

　　　　併願：①入学時 　 120,000円 ②毎月 10,000円

　特進Ｚコース（三種特待）

　　　　単願：①入学時 150,000円 　

　　　　併願：①入学時 120,000円 　

（2）スポーツ特待制度　：　スポーツ技能及び人物が優れ、中学校長が推薦する生徒には、下記の奨学金を支給します。

　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、奨学金＋就学支援金が毎月の納入金額（39,800円）を超える場合は、同額を限度とします。

　　　　１種特待：①入学時 170,000円 ②毎月 13,000円

　　　　2種特待：①入学時 120,000円 ②毎月   8,000円

　　　　3種特待：①入学時 100,000円 　

（3）特待生の審査

　学力特待生及びスポーツ特待生は、学習成績・生活態度などにより年度末に審査します。

　ただし、年度途中であっても生徒指導上問題が生じた場合は、特待生としての資格を失うことがあります。

6.後期（単願・併願）

7.特別（単願）

入試種別

1.学力特待（単願・併願）

2.調査書（併願）

3.推薦（単願）

4.AO(単願）

5.前期（単願・併願）

学力特待入試（単）

学力特待入試（併）

推薦入試（単）

調査書入試（併）

前期入試（単）

前期入試（併）



6.就学支援金

　（1）　就学支援金判定基準　　　※令和2年7月分以降の新しい判定基準

　　　　　次の計算式（両親2人分の合計額）により判定

　　　　　【計算式】市町村民税の課税標準額×6％　―　市町村民税の調整控除額

　　　　　　　　　　　※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。

　　　　　　上記による算出額が　154,500円未満　　　　　 　　 　　 ⇒　月額　30,000円給付

　　　　　　上記による算出額が　154,500円以上304,200円未満　⇒　月額　  9,900円給付

　　　　　　上記による算出額が　304,200円以上　　　　 　　　  　　⇒　なし

　（2）　支援の対象となる世帯の年収目安

月額9,900円の支給 月額30,000円の支給

　※支給額は、私立高校（全日制）の場合。
　※子について、中学生以下は15歳以下、高校生は16～18歳、大学生は19～22歳の場合。
　※給与所得以外の収入はないものとし、両親共働きの場合、両親の収入は同額として計算した場合。

　（3）　本校の月額納入金額（就学支援金との関係）

就学支援金 30,000円給付の場合 9,900円給付の場合 給付対象外の場合

就学支援金（月額） 30,000円 9,900円 0円 

差引額（保護者負担額） 0円 20,100円 30,000円 

　維持費 4,800円 4,800円 4,800円 

　教育振興費 5,000円 5,000円 5,000円 

　同窓会費 500円 500円 500円 

　後援会費 1,600円 1,600円 1,600円 

　生徒会費 1,400円 1,400円 1,400円 

13,300円 33,400円 43,300円 

　※特待生の認定を受けている方は上記納入金額から奨学金額を除きます。

　　ただし、奨学金と就学支援金の合計金額が毎月の納入金額（39,800円）を超える場合は、同額を上限とします。

　※この他に修学旅行の積み立てがあります。

7.その他
　（１）国から支給される就学支援金は、授業料に充当します。

　（2）単願及び単願切り替え手続き者を対象に、2月に入学事前学習会（３教科）を実施します。

　（3）令和3年3月26日（金）の新入生招集日にクラス編成のための学力診断テスト（３教科）を実施します。

月額納入金額

保護者の年収（世帯）により、国から就学支援金が下記のとおり支給されます

両親のうち
一方が働いて

いる場合

両親が
共働きの場合

子の人数

子2人（高校生・高校生）

扶養控除対象者が2人の場合

子2人（大学生・高校生）

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象が1人の場合

子2人（高校生・中学生以下）

扶養控除対象者が1人の場合

子2人（大学生・高校生）

扶養控除対象者が2人の場合

子2人（大学生・高校生）

扶養控除対象者が1人、特定扶養控除対象が1人の場合

～約950万円 ～約640万円 

～約1,090万円 ～約740万円 

授業料

（30,000円）

～約960万円 ～約650万円 

～約1,030万円 ～約660万円 

～約1,070万円 ～約720万円 


