
平成３１年度 

入試要項 
普通科・音楽科 

Liberty&Arts 
常盤木学園創立の精神は「自由」と「芸術」です 

常盤木学園高等学校 



  ≪常盤木学園の学科・コース≫ 
        

  

普通科 

リバティコース 

自分の夢や可能性を見つけて、未来をデザインする「リバティ（自由）」なコースで

す。１年次に基礎学力を身につけ、２年次に大まかなコース選択ができます。３年

次には、国公立・難関私大・看護医療系を目指す人はリバティコース(理系)へ。私

大・短大・専門学校等を目指す人はリバティコース(文系)へ。進路目標の達成に合

わせた学びが可能です。 

  ビジネスコース 

高校卒業後すぐに働きたいと思っている人のためのコースです。簿記や情報処理

などビジネスシーンで求められるコミュニケーションスキル・知識や技能のほか、礼

節・立ち居振る舞いを身につけ、社会で活躍する女性を育成します。 

  
スーパー両立コース(SBC) 

Super Bi-ability Course 

志望校は国公立・難関私大。部活(課外活動)も頑張りたい。ＳＢＣはそんな人を応

援する、受験勉強と部活やその他の活動を両立できるコースです。 

  国際コース 

生きた英語にふれて、英語力と国際感覚を身につける！英語力を伸ばす 

カリキュラムが満載。留学も短期・中期・長期から選択可能。語学力を生かした進

路目標の達成が可能です。 

  音楽科 

同じ志を持つ仲間とともに、音楽大学進学を目指します。専攻実技やソルフェー

ジュなど受験に必要な音楽専門科目はすべて授業で履修することができます。

様々なステージ発表を経験し、国内はもとより世界で活躍する音楽家を目指しま

す。 

        

  ≪ 入試の流れ ≫           

                    

  推薦入試   一般入試 

  
中学校長 

推薦 

学業特待 

推薦Ａ 

学業特待 

推薦Ｂ 

実技特待 

推薦Ａ 

実技特待 

推薦Ｂ 
自己推薦 

  一般入試 専願特約 

    優秀な試験結果により、学業特待Ａ・Ｂの資格付与 

    優秀な実績により、実技特待Ｂの資格付与 

          

  事前登録（ＷＥＢ登録）期間１２／３（月）～１／３（木）   事前登録（ＷＥＢ登録）期間１２／３（月）～１／１７（木） 

  ↓   ↓ 

  願書等書類出願期間１２／２０（木）～１／７（月）   願書等書類出願期間１２／２０（木）～１／２１（月） 

  ↓   
 

    

  推薦入試 １／１６（水）       

  ↓       

  合格発表 １／１７（木）１５：００       

      
 

              

                一般入試Ａ日程 ２／４（月） 

                ↓ 

                一般入試Ｂ日程 ２／６（水） 

                ↓ 

    合格発表 ２／１２（火）１５：００ 

    ↓ 

    一次手続期限 ２／１５（金）１５：００ 入学金 

  ↓   ↓ 

  ３／１８（月）１５：００ 誓約書提出   
二次手続期限 ３／１８（月）１５：００教育充実費 

（入学手続）    （特待合格は誓約書提出） 

  ↓   ↓ 

  新入生出校日 ３／２２（金） 

入学手続期間 ２／１２（火）１５：００～２／１５（金）１５：００  

入学金・教育充実費 



普 通 科 



  平成３１年度 普通科 推薦入試       

  募集定員３００名(女子のみ) ※一般入試を含めた総募集定員     

                

  

出願区分 出願可能コース 出願資格 

出願書類 

  
（専用ＷＥＢサイトからダ

ウンロードし、印刷） 

                

  

中学校長 

推薦 

リバティ 

ビジネス 

スーパー両立 

国際 

 

○平成３１年３月 

   卒業見込みの 

   女子生徒  

 

○本校を第一希 

   望とし、合格し 

   た場合には必 

   ず入学する生徒   

 

○中学校長の 

   推薦がある生徒 

 

○入学後も目標を 

   持ち、意欲的に 

   高校生活を送る 

   ことを約束でき 

   る生徒 

○スーパー両立は、３ヵ年評定平均値 

  (国数英社理の５教科)３．８以上 

●入学願書 

  (本校所定のもの) 

  ○リバティ・ビジネス・国際は条件なし 

受験料１４,０００円 

入金後、専用ＷＥＢサイト

からダウンロードし印刷 

        

  
学業特待

推薦Ａ 

スーパー両立 

国際 

○３ヵ年評定平均値(国数英社理の５教科) 

  ４．３以上 

※東日本大震災罹災証明書

(半壊以上)で受験料免除。その

場合は罹災証明書写しを願書

裏面に添付する。 
  

  

学業特待

推薦Ｂ 

リバティ 

ビジネス 

スーパー両立 

国際 

○３ヵ年評定平均値(国数英社理の５教科) 

  ３．８以上 

  

    

  ●調査書 

  

実技特待

推薦Ａ 

リバティ 

ビジネス 

スーパー両立 

国際 

○ｽｰﾊﾟｰ両立 

   は、３ヵ年評 

   定平均値 

   (国数英社理 

   の５教科) 

   ３．８以上 

○運動分野：県中総体団体 

   または個人で上位入賞、 

   もしくは同等の実力を有 

   する 

※

事

前

に

担

任

の

先

生

か

ら

本

校

該

当

部

顧

問

ま

た

は

教

頭

に

連

絡 

(各県の公立高等学校調

査書の写し)   

    

  
○芸術分野：運動分野に準 

   ずる活動実績を有する 

●推薦書 

  
(本校所定のもので、中

学校長発行による) 

※実技特待出願の場合

は、実績を証明する書類

を添付する。 

  

○リバティ・ 

   ビジネス・ 

   国際は 

   条件なし 

○実用英語技能検定 

   準２級以上を有する   

  
○実用数学技能検定 

   準２級以上を有する 

  （ｽｰﾊﾟｰ両立のみ） 

  

  

実技特待

推薦Ｂ 

リバティ 

ビジネス 

スーパー両立 

国際 

○ｽｰﾊﾟｰ両立 

   は、３ヵ年評 

   定平均値 

   (国数英社理 

   の５教科) 

   ３．８以上 

○運動分野：団体または 

   個人で県大会出場、 

   もしくは同等の実力を有 

   する 

●志望理由書 

  

（本校所定のもの） 

  ○リバティ・ 

   ビジネス・ 

   国際は 

   条件なし 

○芸術分野：運動分野に準 

   ずる活動実績を有する 

  

    

    

  

自己推薦 

リバティ 

ビジネス 

スーパー両立 

国際 

○中学校卒業また 

   は平成３１年３月 

   卒業見込みの女 

   子生徒 
○スーパー両立は、３ヵ年評定平均値 

   (国数英社理の５教科)３．８以上 

    

    ●入学願書（同上） 

  
○本校を第一希望 

   とし、合格した場 

   合には必ず入学 

   する生徒 

  ●調査書（同上） 

  ○リバティ・ビジネス・国際は条件なし     

  

○入学後も目標を持 

   ち、意欲的に高校 

   生活を送ることを 

   約束できる生徒 

      

●志望理由書（同上） 
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  ■事前登録期間 平成３０年１２月３日（月）～平成３１年１月３日（木）      

   インターネット出願の方法について ※11ページ参照（詳しくは本校WEBサイトをご覧ください。）     

                

  ■出願期間 平成３０年１２月２０日（木）～平成３１年１月７日（月）必着      

   出願期間中に中学校毎に「出願書類」を全てそろえて、本校事務室に提出して下さい。     

   ・窓口出願の受付時間は、（月）～（金）９：００～１６：００です。（12月29日(土)～1月3日(木)は除く） 

   ・郵送出願の場合は、出願書類を全てそろえて封筒に入れ、「入学願書等在中」と朱書し、簡易書留で郵送して下さい。 

   ※「出願一覧表」（必要があれば「配慮申請書」も）（ＨＰより）を添付して下さい。 

   ※受験票の即日発行は行いません。後日郵送になります。返信用の封筒はこちらで準備します。 

   ※受理した提出書類および受験料はお返しできません。 

                

  ■入学試験 平成３１年１月１６日（水）  会場：常盤木学園高等学校     

  ＜選考内容＞           

   ○書類審査(志望理由書含む)         

   ○面接         

   ○実技(該当者のみ)       

   ○自己推薦は作文試験４００字４５分あり     

                

  ＜時程＞           ＜持参品＞ 

   ８：３０～９：００ 受付         ・受験票 

   ９：００～９：１５ オリエンテーション       ・筆記用具 

  ＜中学校長推薦＞     (上ぐつは必要なし) 

  ＜学業・実技特待推薦＞  ９：１５～個人面接、その後実技試験(該当者のみ)     

  ＜自己推薦＞  ９：１５～１０：００作文、１０：０５～個人面接     

                

                

  ■合格発表 平成３１年１月１７日（木）１５：００       

   ・インターネットで合否を確認できます。受験票控えに記載されている合否発表専用サイトにてご確認ください。 

    また、中学校長宛てに文書で試験結果をお知らせします。       

   ・合格者は、1月17日(木)15:00以降に専用サイトにて「合格内示書」および「関係書類」をダウンロードして下さい。 

    また、2月12日(火)15:00以降に専用サイトにて「合格通知」および「入学手続き案内」等をダウンロードして下さい。 

                 

  ■入学手続き （詳細は「入学手続き案内」でご確認ください）     

      ＜入学手続き＞       

      ２月１５日（金）１５：００ ３月１８日（月）１５：００     

    入学金 教育充実費       

  中学校長推薦合格者 ５０,０００円  ５０,０００円 (誓約書提出)     

  特待推薦合格者 ５０,０００円 免除 (誓約書提出)     

  自己推薦合格者 ５０,０００円 １５０,０００円 (誓約書提出)     

      ※納入された入学金等は返金できません。         

                

  ■月額納付金 (詳細は12ページ参照)       

   ※特待合格者については、入学後に特待区分により奨学金が支給されます。     

                

  ■その他留意事項           

   ※推薦入学合格者は、２月６日（水）に「合格者入学前学力予備検査」を実施します（筆記試験のみ）。   

   ※スーパー両立コースに入学後、成績が振るわない場合、進級時に他コースに移ることがあります。   

   ※一般入試を併願する場合、推薦入試の願書をそのまま使用しますので一般入試の願書は必要ありません。 

   ※推薦で合格した場合の一般入試の辞退願いは必要ありません。     
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９：１５～集団面接  



  平成３１年度 普通科 一般入試＜Ａ日程・Ｂ日程共通＞ 
  募集定員３００名(女子のみ) ※一般入試を含めた総募集定員       

                

  
受験方法 出願可能コース 出願条件 

出願書類 

  （専用ＷＥＢサイトからダウンロードし、印刷） 

一般入試 

リバティ 

ビジネス 

スーパー両立 

国際 

  

○中学校卒業、もしく 

   は平成３１年３月卒 

   業見込みの女子生 

   徒 

●入学願書     

  (本校所定のもの)     

  
受験料１４,０００円 

入金後、専用ＷＥＢサイトからダウンロードし印刷。 

  ※東日本大震災罹災証明書(半壊以上)で受験料免除。その場合は罹災証明書写し

を願書裏面に添付する。 
  

        

    ●調査書     

  

一般入試 

専願特約 

○中学校卒業、もしく 

   は平成３１年３月卒 

   業見込みの女子生 

   徒 

 

○私立であれば本校 

   を第一希望とし、必 

   ず入学する生徒 

 (各県の公立高等学校調査書の写し) 

        

  ●本校同窓生による推薦書 (該当者のみ) 

   (本校所定のもの)     

        

        

        

        

  ※試験結果が優秀な場合、学業特待Ａ（スーパー両立・国際）学業特待Ｂ（全コース）の資格が与えられます。 

  ※優秀な実績（個人種目・団体種目）により、一般入試実技特待Ｂの資格が与えられます。 

  ※専願特約合格者には、入学後に入学金相当の奨学金が給付されます。 

                

  ■事前登録期間 平成３０年１２月３日（月）～平成３１年１月１７日（木）      

   インターネット出願の方法について ※11ページ参照（詳しくは本校WEBサイトをご覧ください。）     

                

  ■出願期間 平成３０年１２月２０日（木）～平成３１年１月２１日（月）必着    

   出願期間中に中学校毎に「出願書類」を全てそろえて、本校事務室に提出して下さい。     

   ・窓口出願の受付時間は、（月）～（金）９：００～１６：００です。（12月29日(土)～1月3日(木)は除く） 

   ・郵送出願の場合は、出願書類を全てそろえて封筒に入れ、「入学願書等在中」と朱書し、簡易書留で郵送して下さい。 

   ※「出願一覧表」（必要があれば「配慮申請書」も）（ＨＰより）を添付して下さい。 

   ※受験票の即日発行は行いません。後日郵送になります。返信用の封筒はこちらで準備します。 

   ※受理した提出書類および受験料はお返しできません。 

                

  ■入学試験 Ａ日程  平成３１年２月４日（月）  会場：常盤木学園高等学校 

      Ｂ日程  平成３１年２月６日（水）  会場：常盤木学園高等学校 

  ＜選考内容＞           

   ○書類審査               

   ○筆記試験 (国語・英語・数学)           

   ○集団面接 (１グループ５人・約１０分)         

                

  ＜時程＞           ＜持参品＞ 

   ９：００～ オリエンテーション       ・受験票 

   ９：２０～１０：０５ １校時 国語 マークシートと記述式の併用     ・筆記用具 

  １０：３０～１１：１５ ２校時 英語 マークシート方式 （リスニング含む)   ・昼食 

  １１：４０～１２：２５ ３校時 数学 マークシート方式     (上ぐつは必要なし) 

  １２：２５～１３：０５ 昼食         

  １３：２０～ 集団面接（１グループ５人・約１０分）       
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  ■合格発表 平成３１年２月１２日（火）１５：００       

   ・インターネットで合否を確認できます。受験票控えに記載されている合否発表専用サイトにてご確認ください。 

    また、中学校長宛てに文書で試験結果をお知らせします。       

   ・合格者は、2月12日(火)15:00以降に専用サイトにて「合格通知」および「入学手続き案内」等をダウンロードして下さい。 

    

                

  ■入学手続 （詳細は「入学手続き案内」でご確認ください）     

        ＜一次手続き＞ ＜二次手続（入学手続き）＞     

        ２月１５日（金）１５：００ ３月１８日（月）１５：００     

    入学金 教育充実費     

  一般入試合格者 ５０,０００円 １５０,０００円     

  一般入試特待合格者 ５０,０００円 免除 （誓約書提出）   

  一般入試専願特約合格者 ５０,０００円 １５０,０００円 

※入学後、入学金相当額の 

  奨学金が給付されます。 

   (特待合格者を除く) 

        ※専願特約受験で特待に合格した場合は「一般入試特待合格者」の扱いとなります。 

        ※納入された入学金等は返金できません。     

                

                

  ■月額納付金 (詳細は12ページ参照)       

   ※特待合格者については、入学後に特待区分により奨学金が支給されます。     

                

                

  ■その他留意事項         

  
・常盤木学園卒業生の推薦がある受験生は、所定の「同窓生による推薦書」に必要事項を記入してもらい、出願時に提 

  出してください。合否判定の際に優遇する場合があります。なお、合格した場合、本校への入学を義務付けるものでは 

  ありません。 

  

  ・Ａ日程Ｂ日程両方受験する場合でも、両日程でそれぞれの書類が必要です。またそれぞれの日程で面接があります。 

  
・併願はありませんが、スーパー両立コース（ＳＢＣ）は国際コース・リバティコースへのスライド合格が、国際コースはリ 

  バティコースへのスライド合格があります。 
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・スーパー両立コースに入学後、成績が振るわない場合、進級時に他コースに移ることがあります。   

        

        



「普通科 実技特待」 実技試験内容 （各コース共通） 

          

  分野 種目 実施方法 準備物 

運 

動 
運動 

団体競技の全種目 

※ソフトテニス・バドミ 

   ントン・卓球などの 

   ダブルスも含む 

基本動作、軽い試合形式 実技に必要な運動着・用具など 

          

芸 

術 

音楽 吹奏楽 

ピアノ 

声楽 

弦楽器 

任意の独奏（独唱）曲の演

奏 

  

○演奏に際しては暗譜 

   の必要はありません 

○声楽を除いて無伴奏 

   とします 

○演奏時間は２～３分 

   です （長い場合は 

  途中で打ち切る場 

   合があります） 

演奏楽器一式 

※マリンバ・コントラバス・チューバ 

   など持ち込みが困難な大きい楽 

   器、および譜面台は、本校で準 

   備します。（マウスピース、リー 

   ド、スティック、弓などは持参して 

   下さい。） 

電子オルガン 

◎機種： 

ﾔﾏﾊｽﾃｰｼﾞｱ、 

ﾔﾏﾊEL NEW-900m、 

ｶﾜｲXR9000、 

美術 
  

作品の展示：美術展で役付

賞、またはそれに準ずる賞

を得た作品（または写真） 
作品制作に必要な用具 

（絵具など）一式 

  作品の制作：静物画 

書道 

  

作品の提示：書道展で役付

賞、またしそれに準ずる賞

を得た作品（または写真）。 作品制作に必要な用具 

（筆・墨など）一式 

  

作品の制作：半紙サイズの

作品制作（楷書あるいは行

書体） 

舞踊 

バトン 

  
任意の曲（２～３分の曲） 曲の音源（ＭＤ・ＣＤなど）、練習着 

  

          

■入学試験当日の実技試験免除について 

１、運動分野のうち、記録が明確で、特待生出願条件の基準（1ページ参照）を満たしている種目や、事前に実力 

    の確認がなされた場合。 

２、芸術分野で、特待生出願条件（1ページ参照）の基準を満たし、推薦（推薦書裏面に推薦状添付）が得られ、 

    事前に実力の確認がなされた場合。 

３、実用英語技能検定準２級以上の取得者である者。 

４、実用数学技能検定準２級以上の取得者である者。 
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音 楽 科 



  平成３１年度 音楽科 推薦入試   
  募集定員３０名(女子・男子) ※一般入試を含めた総募集定員   

                

                

  
受験方法 出願専攻 出願条件 

出願書類 

  （専用ＷＥＢサイトからダウンロードし、印刷） 

  

中学校長推薦 

  

○平成３１年３月 

  卒業見込みの 

  女子および 

  男子生徒 

 

○本校を第一希 

   望とし、合格し 

   た場合には必 

   ず入学する生 

   徒   

 

○中学校長の推 

   薦がある生徒 

 

○入学後も目標 

  を持ち、意欲的 

  に高校生活を送 

  ることを約束で 

  きる生徒 

    

      ●入学願書 

        (本校所定のもの) 

        受験料１６,０００円 

入金後、専用ＷＥＢサイトからダウン

ロードし印刷        

  

音楽科 

特待推薦 

学業特待 

推薦Ａ 

声楽 
○３ヵ年評定平均値 

   (国数英社理の５ 

   教科)４．３以上 

※東日本大震災罹災証明書(半壊以上)で受験料

免除。その場合は罹災証明書写しを願書裏面に

添付する。   ピアノ 

  管楽器 

  弦楽器   

  

学業特待 

推薦Ｂ 

打楽器 
○３ヵ年評定平均値 

   (国数英社理の５ 

   教科)３．８以上 

●調査書 

  作曲 (各県の公立高等学校調査書の写し) 

  電子オルガン 

  いずれか１つを選

択。第 二 希 望 が

ある場合は願書

に記入。 

  

  
実技特待 

推薦Ａ 特に優秀な音楽実技

能力を有する生徒。 

（試験当日の演奏で判

定） 

※１０ページ参照 

●推薦書 

  (本校所定のもので、中学校長発行によ

る) 
  

  

実技特待 

推薦Ｂ 

  ●志望理由書 

    (本校所定のもの) 

      

      

  

自己推薦 

  ○中学校卒業または平成３１年３月卒業 

   見込みの女子および男子生徒 

●入学願書（同上） 

    ●調査書（同上） 

    ○本校を第一希望とし、合格した場合に 

   は必ず入学する生徒 
●志望理由書（同上） 

    

    
○入学後も目標を持ち、意欲的に高校 

   生活を送ることを約束できる生徒 
  

                

                

  ■事前登録期間 平成３０年１２月３日（月）～平成３１年１月３日（木）  

   インターネット出願の方法について ※11ページ参照（詳しくは本校WEBサイトをご覧ください。） 

                

                

  ■出願期間 平成３０年１２月２０日（木）～平成３１年１月７日（月）必着  

   出願期間中に中学校毎に「出願書類」を全てそろえて、本校事務室に提出して下さい。   

   ・窓口出願の受付時間は、（月）～（金）９：００～１６：００です。（12月29日(土)～1月3日(木)は除く） 

   ・郵送出願の場合は、出願書類を全てそろえて封筒に入れ、「入学願書等在中」と朱書し、簡易書留で郵送して下さい。 

   ※「出願一覧表」（必要があれば「配慮申請書」も）（ＨＰより）を添付して下さい。 

   ※受験票の即日発行は行いません。後日郵送になります。返信用の封筒はこちらで準備します。 

   ※受理した提出書類および受験料はお返しできません。   
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  ■入学試験 平成３１年１月１６日（水）  会場：常盤木学園高等学校 
                

  ＜選考内容＞           

   ○書類審査(志望理由書含む)       

   ○面接           

   ○実技試験 （※10ページ参照）       

  ※音楽科特待は、試験結果により特待区分の判定を行います。       

                

  ＜時程＞           ＜持参品＞ 

   ８：３０～９：００受付       ・受験票 

   ９：００～９：１５オリエンテーション       ・筆記用具 

   ９：１５～面接・実技試験       ・楽器など 

              (上ぐつは必要なし) 

                

  ■合格発表 平成３１年１月１７日（木）１５：００       

   ・インターネットで合否を確認できます。受験票控えに記載されている合否発表専用サイトにてご確認ください。 

    また、中学校長宛てに文書で試験結果をお知らせします。       

   ・合格者は、1月17日(木)15:00以降に専用サイトにて「合格内示書」および「関係書類」をダウンロードして下さい。 

    また、2月12日(火)15:00以降に専用サイトにて「合格通知」および「入学手続き案内」等をダウンロードして下さい。 

                

                 

  ■入学手続き （詳細は「入学手続き案内」でご確認ください）   

      ＜入学手続き＞     

      ２月１５日（金）１５：００ ３月１８日（月）１５：００   

    入学金 教育充実費     

  中学校長推薦合格者 ５０,０００円  ５０,０００円 (誓約書提出)   

  特待推薦合格者 ５０,０００円 免除 (誓約書提出)   

  自己推薦合格者 ５０,０００円 １５０,０００円 (誓約書提出)   

      ※納入された入学金等は返金できません。         

                

  ■月額納付金 (詳細は12ページ参照)       

   ※特待合格者については、入学後に特待区分により奨学金が支給されます。   

                

                

                

  ■その他留意事項         

   ※音楽科推薦入学合格者については、２月６日（水）の「合格者入学前学力予備検査」は実施しません。 

   ※一般入試を併願する場合、推薦入試の願書をそのまま使用しますので一般入試の願書は必要ありません。 

   ※推薦で合格した場合の一般入試の辞退願いは必要ありません。     

    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

          7     



  平成３１年度 音楽科 一般入試   

  募集定員３０名(女子・男子) ※一般入試を含めた総募集定員   

                    

  
受験方法 出願専攻 出願条件 

出願書類 

  （専用ＷＥＢサイトからダウンロードし、印刷） 

  

 一般入試  

声楽 

ピアノ 

管楽器 

弦楽器 

打楽器 

作曲 

電子オルガン     

    

  ●入学願書 

  （本校所定のもの） 

  受験料１６,０００円 

入金後、専用ＷＥＢサイトからダウンロードし印

刷 

  

  

  ※東日本大震災罹災証明書(半壊以上)で受験料免除。その

場合は罹災証明書写しを願書裏面に添付する。 
  

  

  

一般入試 

専願特約  

いずれか１つ

を選択。第二

希望がある場

合は願書に記

入。              

○中学校卒業、もしくは平成３１年３月 

   卒業見込みの女子および男子生徒 

 

○私立であれば本校を第一希望とし、 

   必ず入学する生徒   

●調査書    

  (各県の公立高等学校調査書の写し) 

  

  ●同窓生による推薦書（該当者のみ提出） 

  （本校所定のもの） 

      

  ※試験結果が優秀な場合、音楽科特待の資格が与えられます。       

  ※専願特約合格者には、入学後に入学金相当の奨学金が給付されます。     

                    

  ■事前登録期間 平成３０年１２月３日（月）～平成３１年１月１７日（木）  

   インターネット出願の方法について ※11ページ参照（詳しくは本校WEBサイトをご覧ください。） 

                    

  ■出願期間 平成３０年１２月２０日（木）～平成３１年１月２１日（月）必着  

   出願期間中に中学校毎に「出願書類」を全てそろえて、本校事務室に提出して下さい。   

   ・窓口出願の受付時間は、（月）～（金）９：００～１６：００です。（12月29日(土)～1月3日(木)は除く） 

   ・郵送出願の場合は、出願書類を全てそろえて封筒に入れ、「入学願書等在中」と朱書し、簡易書留で郵送して下さい。 

   ※「出願一覧表」（必要があれば「配慮申請書」も）（ＨＰより）を添付して下さい・   

   ※受験票の即日発行は行いません。後日郵送になります。返信用の封筒はこちらで準備します。 

   ※受理した提出書類および受験料はお返しできません。         

                    

  ■入学試験   Ａ日程   平成３１年２月４日（月）  会場：常盤木学園高等学校 

        Ｂ日程   平成３１年２月６日（水）  会場：常盤木学園高等学校 

         

  ＜選考内容＞               

   ○書類審査               

   ○筆記試験 (国語・英語) （普通科併願者は数学あり）         

   ○集団面接 (１グループ５人・約１０分)         

   ○実技試験 （※１０ページ参照）         

                    

  ＜時程＞               ＜持参品＞ 

      ９：００～ オリエンテーション         ・受験票 

      ９：２０～１０：０５ １校時 国語 マークシートと記述式の併用     ・筆記用具 

    １０：３０～１１：１５ ２校時 英語 マークシート方式(リスニング含む)     ・楽器など 

   (１１：４０～１２：２５ ３校時 数学 マークシート方式）…普通科併願者のみ   ・昼食 

    １１：３０～ 面接・実技試験         (上ぐつは必要なし) 
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○中学校卒業、もしくは平成３１年３月 

   卒業見込みの女子および男子生徒   



  ■合格発表 平成３１年２月１２日（火）１５：００       

   ・インターネットで合否を確認できます。受験票控えに記載されている合否発表専用サイトにてご確認ください。 

    また、中学校長宛てに文書で試験結果をお知らせします。       

   ・合格者は、2月12日(火)15:00以降に専用サイトにて「合格通知」および「入学手続き案内」等をダウンロードして下さい。 

                    

                    

                     

  ■入学手続き （詳細は「入学手続き案内」でご確認ください）   

           ＜一次手続＞ ＜二次手続（入学手続き）＞   

           ２月１５日（金）１５：００ ３月１８日（月）１５：００   

           入学金 教育充実費     

  一般入試合格者   ５０,０００円 １５０,０００円     

  一般入試特待合格者   ５０,０００円 免除（誓約書提出）   

  ５０,０００円 １５０,０００円   
※入学後、入学金相当額の 

  奨学金が給付されます。 

  (特待合格者を除く) 

          ※専願特約受験で特待に合格した場合は「一般入試特待合格者」の扱いとなります。 

          ※納入された入学金等は返金できません。     

                    

                    

  ■月額納付金 (詳細は12ページ参照)         

   ※特待合格者については、入学後に特待区分により奨学金が支給されます。   

                    

                    

                    

  ■その他留意事項           

  

・常盤木学園卒業生の推薦がある受験生は、所定の「同窓生による推薦書」に必要事項を記入してもらい、出願時に提 

  出してください。合否判定の際に優遇する場合があります。なお、合格した場合、本校への入学を義務付けるものでは 

  ありません。 
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一般入試専願特約合格者       



「音楽科」 実技試験内容 （推薦・一般入試共通）  
        

  専攻別実技試験 ピアノ演奏試験 視唱試験 

声楽 
任意の曲を２曲 

※暗譜で１番のみ演奏 

   （伴奏譜は入学願書と共に提出） 

任意の曲または練習曲より１曲 

※バイエル終了程度以上。 

  繰り返しはしないこと。 

  

管弦打楽器 

（a）練習曲 

   任意の教則本より１曲 

（ｂ）任意の曲 

 

※(a)(b)ともに暗譜で演奏し、繰り返しはしないこ

と。 

   無伴奏。 

任意の曲または練習曲より１曲 

※バイエル終了程度以上。 

  繰り返しはしないこと。 

  

作曲 

(a)作品提出（入学願書と共に提出） 

   ピアノ曲、合唱曲、伴奏つきの独唱・重唱・独奏・ 

   重奏曲等（旋律のみは不可） 

(b)旋律作曲（45分内で三部形式程度） 

ソナチネ程度以上の任意の曲を 

１曲 

※ソナチネ・ソナタの場合は一つ 

  の楽章でよい。 

  繰り返しはしないこと。 

 

 

共通問題 

 

拍子は４／４・６／８、 

調性はハ長調・イ短調 

電子オルガン 

(a)任意の曲 

   教則本エレクトーン演奏 グレード７・６級程度以

上 

  の楽曲を１曲 

※暗譜で演奏し、繰り返しはしないこと。 

(b)即興演奏 

   ８～１６小節程度のコードネーム付きメロディを 

   演奏（課題は当日提示） 

◎機種：ﾔﾏﾊｽﾃｰｼﾞｱ、ﾔﾏﾊEL NEW-900m、 

           ｶﾜｲXR9000 

任意の曲または練習曲より１曲 

※バイエル終了程度以上。 

  繰り返しはしないこと。 

ピアノ 

(a)練習曲またはバッハの作品より１曲 

   練習曲：ツェルニー４０番程度以上とする 

   バッハの作品：インベンション以上とし、平均律の場合はフーガのみとする 

   （組曲の場合は一つの楽曲でよい） 

(b)任意の曲 

   ソナタ程度以上とし、第１楽章または終楽章より１曲とする。 

   但し、ゆるやかな速度のものは除く。 

※(a)(b)ともに暗譜で演奏し、繰り返しはしないこと。 

  

        

■音楽科実技特待ＡならびにＢの合否は、入学試験当日の演奏で判定いたします。 

   （音楽科では普通科実技特待のような事前審査や入学試験当日の実技試験免除はありません） 

・音楽科実技特待ＡならびにＢの受験を希望される場合の目安は下記の通りです。 

  音楽科実技特待Ａ：コンクール本選もしくは全国大会において上位入賞をしている生徒。 

  音楽科実技特待Ｂ：コンクール本選もしくは全国大会に出場している生徒。 

  ※コンクール入賞実績で特待の合否が決定されることはありません。 
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普通科・音楽科 

 
    インターネット出願（詳しくは本校WEBサイトをご覧ください） 

    月額納付金 

    奨学金制度・減免制度 

    留学制度 

    志望理由書（コピーして使用するか、本校WEBサイトよりダウンロードしてお使いください） 

    推薦書（コピーして使用するか、本校WEBサイトよりダウンロードしてお使いください） 

    ※同窓生による推薦書は、該当者のみ本校WEBサイトよりダウンロードしてお使いください。 





≪月額納付金≫               

                    

普通科 音楽科 

1 学納金 授業料 ３０，０００円   1 学納金 授業料 ３０，０００円   

    

但し、高等学校就学支援金の対象となる家庭「道

府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合

計額」５０７，０００円未満の世帯は９，９００円を差

し引いた額となります。 

（保護者の課税合計額により月額９，９００円の１

倍、１．５倍、２倍、２．５倍の４段階あります） 

    

但し、高等学校就学支援金の対象となる家庭「道

府県民税所得割額と市町村民税所得割額との合

計額」５０７，０００円未満の世帯は９，９００円を差し

引いた額となります。 

（保護者の課税合計額により月額９，９００円の１

倍、１．５倍、２倍、２．５倍の４段階あります） 

    施設費 １５，０００円       施設費 １５，０００円   

    教育充実費  ４，０００円       教育充実費  ４，０００円   

  ※姉妹（兄弟）で在学の場合は姉（兄）の施設費を免除します。     音楽実習費 ２１，０００円   

        （実技レッスン料含む）   

2 ＰＴＡ・同窓会・生徒会費  ３，２００円     ※姉妹（兄弟）で在学の場合は姉（兄）の施設費を免除します。 

          2 ＰＴＡ・同窓会・生徒会費  ３，２００円   

※月額納付金とあわせて旅行等にかかる費用を保護者積立金として積立てていただきます。 

≪奨学生制度・減免制度≫           

実施主体 名称 給付額・基準等 

公的

機関 
宮城県 宮城県高等学校育英奨学資金 

私立高校貸付月額 自宅：３万円  自宅外：３万５千円 

学力基準・家計基準あり（採用予定人数県内で５００名程度） 

民間

企業 

・ 

財団

法人 

など 

(財)亀井記念財団 亀井記念財団奨学金 給付月額：１万円(採用予定人数県内で５０名程度)         

公益信託 がん遺児育英会奨学金 給付月額：２万５千円(採用予定人数全国で１２０名程度) 

ＮＰＯ法人 

あしなが育英会 
あしなが育英会奨学金 貸付月額：３万円(採用予定人数全国で４５０名程度) 

(財)交通遺児育英会 交通遺児育英会奨学金 
貸付月額：２～４万円(採用予定人数全国で４００名程度)         

入学一時金：２０・４０・６０万円     

本校 

独自 

 

常盤木学園父母教師の会奨学金 
入学後に家計変動が生じた場合、月額最高３万円の貸与・短期留学時に１０～３０万

円の貸与 

常盤木学園職員奨学金  本校職員の拠出により、大学進学者に一時金最高５０万円貸与  

常盤木学園授業料減免制度  経済的困窮および特別に事情のある家庭を対象とし、授業料を免除する制度  

松良奨学金  篤志家の私費による運営で、各種事情による必要額の貸与  

                   

≪留学制度≫             

中期留学（３～６ヶ月）・長期留学（７ヶ月～１年） 短期留学（２週間～１ヶ月） 

アメリカ留学 

ニュージーランド留学 

カナダ留学 など   

主に国際コース生徒対象  

現地の家庭に滞在し通学   
アメリカ短期研修  

国際コース２年次に現地の語学学校での語学研修を

行い、姉妹校・オデッセイスクールを訪問  

ニュージーランド

短期留学  
全生徒対象 姉妹校・ホーンビィ高校を訪問 

ロータリークラブ留学   全生徒対象   ロータリークラブ短

期留学  
全生徒対象 

アメリカのロータリークラブの家庭を

友好訪問 

※ 長期留学制度には、休学することなく３年間で卒業可能な単位認定制度あり。  

  中期留学制度には、同様に出席認定制度あり。 

  また、各長期留学制度には、本校授業料の減免制度あり。 

  詳しくはお問い合わせください。 
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このページをコピーしたものに自筆で記入するか、本校Webサイトからダウンロードして自筆で記入してください。 

平成３１年度 常盤木学園高等学校                           

志望理由書                                   

                                          

フリガナ   性別 
出 

身 

校 

  中学校 
  

志願者氏名   
女 

・ 

男 

  

    平成   年３月卒業・卒業見込み   

                                          

あなたが出願しようと思った理由や、高校生活への決意、目標などを４００字以上で述べてください。 

（自筆により黒のボールペンで横書きで記入のこと） 

                      

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                         10 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                         20 

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                         30 
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このページをコピーしたものに自筆で記入するか、本校Webサイトからダウンロードして作成してください。 

平成３１年度　常盤木学園高等学校　入学試験

推薦書
　 平成　　　年　　月　　日

常盤木学園高等学校
校長　松良千廣殿

〒　　　

電話

　 学校名

　 校長名 ㊞

下記の者を御校の推薦基準を満たした生徒として推薦します。
また、合格したときには、必ず入学することをお約束します。

　
【推薦種別】

【評定値】

【特待生推薦所見】

　 記載責任者氏名 ㊞

特待生としての推薦所見を記入して下さい。（中学校長推薦の場合は記入不要）。
③普通科実技特待推薦を希望する場合、実績を証明する書類等（賞状・公式記録・新聞記事・推薦
状・英検取得証明書等）を裏面に添付して下さい。
※最高ランクのもの１部のみを、縮小して添付して下さい。

◎上記③④⑤の志願者はその受験種目
（サッカー・英検準２級・書道など）を、また音
楽の場合は楽器名を記入して下さい。

受験種目または楽器名

評定平均値

５教科
※国数英社理の５教科の３ヵ年平均値を記入して下さい。
※５段階評価で、小数点以下第２位を四捨五入して記入願います。

③ 普通科　実技特待推薦

　  リバティコース(Ａ・Ｂ)
  　ビジネスコース(Ａ・Ｂ)
　　スーパー両立コース(Ａ・Ｂ)

　　国際コース(Ａ・Ｂ)

② 普通科　学業特待推薦

　　リバティコース(Ｂのみ)

⑤
音楽科　特待推薦

（学業・実技）

　　ビジネスコース(Ｂのみ)
　　スーパー両立コース(Ａ・Ｂ)

　　国際コース(Ａ・Ｂ)

志願する項目の□をチェックし、普通科の特待推薦を希望する場合は（Ａ・Ｂ）のいずれかを○で
囲んでください。なお、音楽科特待については試験結果により学業特待Ａ・Ｂ、実技特待A・Bの
区分を通知します。

① 普通科　中学校長推薦

　　リバティコース

④ 音楽科　中学校長推薦
　　ビジネスコース
　　スーパー両立コース
　　国際コース

学校所在地
　

　

　

　

フリガナ 女

男
志願者氏名



 常盤木学園高等学校（普通科・音楽科） 
〒980-0003 宮城県仙台市⻘葉区⼩⽥原四丁⽬3番20号 

TEL  022(263)1751［事務室］ 
TEL  022(263)1755［職員室］ 
FAX  022(211)1483［職員室］ 
URL  http://www.tokiwagi.ed.jp/ 


