
募集内容 選抜・入試方法 入試科目 入試日程 出願期間 合格発表 入学手続

普通科

英数選抜コース

学力重点コース

（Ｓコース）

個性探求コース

（Ｇコース）

単願・推薦入学試験
※２

面接
１月２２日（土）

※３

１２月１日（水）

～１月１３日（木）

１月２９日（土）
２月 ４日（金）

～２月１０日（木）

一般入学試験

（札幌試験場）
国語・数学・英語

理科・社会
２月１５日（火）

１月 ４日（火）

～２月 ４日（金）

２月２８日（月）
３月１５日（火）

～３月２３日（水）
一般入学試験

（地方試験場）

１月 ４日（火）

～１月２１日（金）

音楽科

単願・推薦入学試験
※２

面接
１月２２日（土）

※３

１２月１日（水）

～１月１３日（木）

１月２９日（土）
２月 ４日（金）

～２月１０日（木）

一般入学試験

（札幌試験場）

国語・数学・英語

実技試験

２月１５日（火）

１月 ４日（火）

～２月 ４日（金）

２月２８日（月）
３月１５日（火）

～３月２３日（水）
一般入学試験

（地方試験場）

国語・数学・英語

（実技試験免除者のみ）

１月 ４日（火）

～１月２１日（金）

美術科

単願・推薦入学試験
※２

面接
１月２２日（土）

※３

１２月１日（水）

～１月１３日（木）

１月２９日（土）
２月 ４日（金）

～２月１０日（木）

一般入学試験

（札幌試験場）

国語・数学・英語

実技試験

２月１５日（火）

１月 ４日（火）

～２月 ４日（金）

２月２８日（月）
３月１５日（火）

～３月２３日（水）
一般入学試験

（地方試験場）

国語・数学・英語

（実技試験免除者のみ）

１月 ４日（火）

～１月２１日（金）

募集人員・試験日・試験科目

募集人員 ３２０名 ※１

普通科 ２５０名 ●英数選抜コース

●学力重点コース（Ｓコース）

プログレッシブＳクラス（ＰＳクラス） ｜ アスリートＳクラス（ＡＳクラス）

●個性探求コース

音楽科 ３０名

美術科 ４０名

※１ 募集人員には内部（札幌大谷中学校）からの進学者を含みます。

第1志望の学科・コースの合格基準に達していない場合、他の学科・コースの合格判定を行います。

・ 普通科：第1志望のコースの合格基準に達しなかった場合、他のコースでの合格判定を行います。

・ 音楽科・美術科：合格基準に達しなかった場合、普通科個性探求コースでの合格判定を行います。

※２ 単願・推薦入学試験合格決定後、２月１５日（火）に「学力点検」を実施します。

※３ ２０２１年１２月２９日（水）～２０２２年１月３日（月）の間は受付いたしません。

単願・推薦入学試験

［単願］ 本校のみを志願する者

［推薦］ 本校のみを志願し、学習や特別活動に積極的に取り組み、出身中学校の推薦書が提出された者

一般入学試験

［一般］ 本校と公立高校や本校以外の私立高校を併願する者

募集人員・試験日・試験科目 ｜ ０１



特別奨学生制度

特別奨学生制度｜ ０２

学業成績優秀者や芸術・クラブ活動優秀者に対して次のような奨学生制度があります。

単願・推薦特別奨学生

（単願・推薦入学試験受験者）

※２０２２年３月中学校卒業見込みの者

※進級時に資格審査があります。

条件 対象 支給内容

単願・推薦
Ⅰ種

学習点２９６Aランク以上

英数選抜コース ※１

学力重点コース

音楽科・美術科 ※２

入学金 | 全額（１８０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く全額を

支給 ※A

単願・推薦
Ⅱ種

学習点２７６Bランク以上

英数選抜コース ※１

学力重点コース

音楽科・美術科 ※２

入学金 | 半額（9０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く半額を

支給 ※B

特に学習成績に優れ、本校入学後も学校生活に意欲的に取り組む者を対象とした奨学生制度です。

● 単願・推薦特別奨学生に申請する者は、出願時に「特別奨学生申請書」を提出してください。

※１． 英数選抜コースの合格は、英数選抜コースの学力基準を満たしていることが必要となります。

※２． 音楽科、美術科の合格は、音楽科、美術科の実技基準を満たしていることが必要となります。

※A. 年収約５９０万円未満の家庭には月額１０，０００円を支給します。（以下の※Aについても同様です。）

※B. 年収約５９０万円未満の家庭には月額5，０００円を支給します。（以下の※Bについても同様です。）

芸術特別奨学生

（単願・推薦入学試験受験者）

※２０２２年３月中学校卒業見込みの者

※進級時に資格審査があります。

音楽あるいは美術の能力に優れ、本校入学後も学習に励み、芸術分野での活躍が期待される者を対象と

した奨学生制度です。

条件 対象 支給内容

芸術
Ⅰ種

音楽あるいは美術の技能が
トップレベルと認められる者

学習点
１８６G
以上

音楽科
美術科

入学金 | 全額（１８０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く全額を

支給 ※A

芸術
Ⅱ種

音楽あるいは美術の技能が
特に優れ、今後の活躍が期待
できる者

学習点
１８６G
以上

音楽科
美術科

入学金 | 半額（9０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く半額を

支給 ※B

クラブ特別奨学生

（単願・推薦入学試験受験者）

※２０２２年３月中学校卒業見込みの者

※進級時に資格審査があります。

中学のクラブ活動などで活躍し、本校入学後も学習に励み、クラブ活動での活躍が期待される者を対象

とした奨学生制度です。

条件 対象 支給内容

クラブ
Ⅰ種

個人競技 | 全道大会上位入賞で今後

の活躍が期待できる者

団体競技 | 全道大会に出場し、技能

がトップレベルと認め

られる者

学習点
１８６G
以上

指定
クラブ

入学金 | 全額（１８０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く全額を

支給 ※A

クラブ
Ⅱ種

全道大会出場で今後の活躍が十

分に期待できる者

学習点
23６D
以上

指定
クラブ

入学金 | 半額（9０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く半額を

支給 ※B

クラブ
Ⅲ種

全道大会出場で今後の活躍が十

分に期待できる者

学習点
１８６G
以上

指定
クラブ

授業料 | 就学支援金を除く半額を

支給 ※B

対象クラブ（本校強化指定クラブ）

女子バレーボール部／男子バレーボール部／卓球部／水泳部／陸上競技部／男子サッカー部／女子サッカー部／フェンシング部／

硬式野球部／ソフトテニス部／女子バスケットボール部／吹奏楽局

● 芸術特別奨学生を希望する場合は、出願時に必ず冬季芸術教室に参加してください。

● 該当者には冬季芸術教室の結果とともに「芸術特別奨学生申請書」を送付します。

● 人数枠があります。詳しくはお問い合わせください。

● 該当者は、「クラブ特別奨学生申請書」（該当者の出身中学校に送付）を提出してください。

● 人数枠があります。詳しくはお問い合わせください。

● 硬式野球部に関する事項

・ 日本高等学校野球連盟の規定に基づいて、クラブ特別奨学生を採用する。（５名以内）

・ 野球部特待生応募には、所属中学校の推薦状が必須条件として定められている。

・ 野球技能のみならず、学業成績、生活態度が良好であることを重視して採用している。

芸術Ⅰ種 芸術Ⅱ種

単願・推薦Ⅰ種／Ⅱ種 芸術Ⅰ種＋後援会特別金学金月額20,000円を支給 芸術Ⅰ種

◆ 単願・推薦特別奨学生（A・Bランク）と芸術特別奨学生の両方に該当する場合は、下記のように扱います。



英数チャレンジ特別奨学生

（一般入学試験受験者／

単願・推薦入学試験受験者）

※２０２２年３月中学校卒業見込みの者

※進級時に資格審査があります。

英数選抜コースを志望する、一般入学試験、単願・推薦入学試験の学力点検での成績上位者を対象とした

奨学生制度です。

● 事前の申請は必要ありません。

上記のほかに下記のような奨学生制度があります。(入学後に選考。返済義務なし）

兄弟姉妹在学・卒業者

入学金減免制度

条件 対象 支給内容

英数チャレンジ
SP

当日点８５％以上
（４２５点以上）

英数選抜
コース

入学金 | 全額（１８０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く全額を支給 ※A

後援会特別奨学金 | 

上記に加え、月額２０，０００円 を支給

英数チャレンジ
Ⅰ種

当日点８0％以上
（４00点以上）

英数選抜
コース

入学金 | 全額（１８０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く全額を支給 ※A

英数チャレンジ
Ⅱ種

当日点7５％以上
（37５点以上）

英数選抜
コース

入学金 | 半額（９０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く半額を支給 ※B

一般受験生のための

特別奨学生制度

（一般入学試験受験者）

※２０２２年３月中学校卒業見込みの者

※進級時に資格審査があります。

条件 対象 支給内容

一般
SP

難関公立高校 に合格し、
本校に入学した者 ※C

全学科
共通

入学金 | 全額（１８０，０００円）を免除

授業料 | 就学支援金を除く全額を支給 ※A

後援会特別奨学金 | 

上記に加え、月額１０，０００円を支給

一般
Ⅰ種

当日点８0％以上（４00点以上） または
学習点276Bランク以上（A,Bランク）

全学科
共通

入学金 | 全額（１８０，０００円）を免除

一般
Ⅱ種

当日点7０％以上（3５０点以上） または
学習点236Dランク以上（C,Dランク）

全学科
共通

入学金 | 半額（９０，０００円）を免除

● 事前の申請は必要ありません。

※C． 難関公立高校 | 札幌南高等学校、札幌北高等学校、札幌東高等学校、札幌西高等学校、札幌旭丘高等学校

条件 対象 支給内容

兄弟姉妹が札幌大谷中学校・

高等学校に在籍している者
全学科共通

２人目（１人在学・卒業） 入学金半額（９０，０００円）を免除

３人目（2人在学・卒業） 入学金全額（１８０，０００円）を免除

親子入学金減免制度 条件 対象 支給内容

保護者が札幌大谷高等学校を卒業している者 全学科共通 入学金 ３０，０００円を免除（入学後に減免）

附属属幼稚園

入学金減免制度

条件 対象 支給内容

札幌大谷大学附属幼稚園を卒園している者 全学科共通 入学金 ５０，０００円を免除（入学後に減免）

● 卒業が証明できる書類の提出が必要。（入学後）

● 卒園が証明できる書類の提出が必要。（入学後）

その他の奨学生制度

一般入学試験での成績上位者を対象とした奨学生制度です。

特別奨学生制度・入学金減免制度｜ ０３

名称 対象 支給内容

学内奨学生①

（学習活動奨学生）
学習活動で顕著な活動をした生徒から選考。 月額5,000円程度

学内奨学生②

（芸術活動奨学生）
芸術活動で顕著な活動をした生徒から選考。 5,000円程度

学内奨学生③

（クラブ活動奨学生）

クラブ活動で顕著な活動をした生徒・団体

から選考。

団体（クラブ） | ５０，０００円程度

個人 | ５，０００円程度

東本願寺奨学生
学習面にすぐれ、学校生活での活躍が顕著
である生徒の中から選考。 1人40,000円程度



公的な修学支援制度

※2021年度の例

● 詳しくはお問い合わせください。

公的な修学支援制度｜ 04

名称 対象 支給内容

財団法人
北海道高等学校奨学会

収入および学習、生活態度により選考。
保護者が北海道内に住所を有する。
返済義務あり。（無利子）

下記の中から希望の金額を１つ選択（月額）
１０，０００円、１５，０００円、２０，０００円、
２５，０００円、３０，０００円、３５，０００円

札幌市教育委員会
札幌奨学生

本人・保護者のいずれかが札幌市民であ
ること。収入額・成績などにより選考。
返済義務なし。

月額8,000円

北海道私立高等学校
授業料軽減補助制度

年収約５９０万円未満の世帯 月額2,000円

高等学校就学支援金
年収約910万円未満の世帯に「就学支
援金」を支給。
※国の制度により変更される場合があります。

年収約590万円未満 | 月額28,200円
年収約910万円未満 | 月額9,900円



単願・推薦入学試験

単願・推薦入学試験｜ ０５

出願期間

入学願書

2021年12月1日（水）～2022年1月13日（木） 【必着】

web出願となります。

※ホームページの所定の枠から出願登録してください。

※登録後は入学願書を出力し、中学校から指定された期日までに中学校へ提出してください。

※2021年12月29日（水）～2022年1月3日（月）の間は受付いたしません。

入学検定料 入学検定料 １５，０００円

※納入期間は出願期間と同じです。

※web決済（クレジットカード決済、コンビニ決済、Ｐａｙ－ｅａｓｙ）です。

※web出願ページの「入学検定料入金の納入方法」をご参照ください。

※別途事務手数料が必要になります。

提出書類など 下記の書類を出願期間に合わせて郵送してください。（c,d,eは該当者のみ）

a. 入学願書

b. 個人調査書（北海道の公立高校出願用と同様の書式）

c. 特別奨学生申請書（該当者のみ）

d. 推薦書（該当者のみ）

●各中学校の様式または北海道公立高校出願用と同様の書式のものを使用してください。

e. 欠席理由書

※３年間合計の欠席日数が３０日以上の場合は、欠席理由書を提出してください。

単願・推薦特別奨学生申請書 ホームページからダウンロードしてください。

クラブ特別奨学生申請書 本校クラブ顧問より出身中学校に送付されたものを使用してください。

芸術特別奨学生申請書 冬季芸術教室終了後、該当者に送付されたものを使用してください。

試験場

※ホームページ「学校紹介」

→「交通案内」をご覧ください。

札幌大谷高等学校

住 所 ｜ 札幌市東区北１６条東９丁目1-1

地 下 鉄 ｜ 東豊線「東区役所前駅」下車 ②出口 徒歩５分

中央バス ｜ 東17北光線、東19北光北口線／「大谷学園前」下車

試験日 ２０２２年１月２２日（土） 全学科

※試験会場下見は1月21日（金）14:00～16:00（校舎入口確認のみ）

※試験室の下見はできません。（当日の案内あり）

試験当日の注意 １．受験生は8:30までに控室に集合してください。

2. 持参品 : 受験票、上靴、外靴入れ、筆記用具

※音楽科、美術科は「音楽科実技試験」「美術科実後試験」要項を参照してください。

３．携帯電話などの通信機能がついた機器を持ち込まないでください。



面接・実技試験 ２０２２年１月２２日（土）

単願・推薦入学試験｜ ０６

試験時間割

一般入学試験での再受験

2022年1月29日(土)9:00

Web上で個別に合格発表および本校玄関前に掲示。合格者には後日、本人宛入学手続書類を発送。

〇札幌会場
※持参品などは一般入学試験・札幌試験場

「試験当日の注意」を参照してください。

普通科

英数選抜コース・Ｓコース・Ｇコース

面 接 ９：００～

音楽科

ａ．実技免除者

面 接 ９：００～

美術科

ａ．実技免除者

面 接 ９：００～

ｂ．実技受験者

練習開始 ９：００～

実技試験 ９：２０～ ９：５０

面 接 １０：００～

※人数により変更になる場合があります。

ｂ．実技受験者

練習開始 ９：００～ ９：１５

実技試験 ９：１５～１０：００

面 接 １０：００～

※人数により変更になる場合があります。

合格発表

単願・推薦入学試験で不合格になった場合、一般入学試験を再受験することができます。

・ 該当者には後日、一般受験の受験票を送付します。

・ 持ち物、試験科目等は、一般入学試験に準じます。

・ 再受験にあたっては、入学願書、個人調査書などの書類を再提出する必要はありません。

また、再受験の入学検定料は必要ありません。

学力点検 ２０２２年2月15日（火） ※一般入学試験と同日に学力点検を行います。

普通科（英数選抜コース・Ｓコース・Ｇコース）

集 合 ８：４０

国 語 ９：１０～１０：００

数 学 １０：２５～１１：１５

英 語 １１：４０～１２：３０

昼 食 １２：３０～１３：１０

理 科 １３：１０～１４：００

社 会 １４：２５～１５：１５

〇地方会場

（北見・釧路・函館）
※持参品などは一般入学試験・地方試験場

「試験当日の注意」を参照してください。

※地方会場については、一般入学試験の

地方試験場と共通になります。

合格コース変更の通知 Ｓコース合格者で英数選抜コースが第1志望の者は、「学力点検」の結果により、英数選抜コースに変更される

場合があります。

Gコース合格者で英数選抜コース、Sコースが第1志望の者は、「学力点検」の結果により、英数選抜コース、

Sコースに変更される場合があります。

入学手続き

※郵送による手続きのみ
2022年２月４日(金)～2月10日（木） 【必着】

※納入金などの詳細は入学手続書類に同封します。

・ 一度納入された入学手続時納入金は、いかなる理由があっても返還しません。

・ （普通科のみ）願書に記入した「入学後の芸術選択」に変更がある場合は、必ず申し出てください。

なお、手続き後の変更はできません。

音楽科・美術科

集 合 ８：４０

国 語 ９：１０～１０：００

数 学 １０：２５～１１：１５

英 語 １１：４０～１２：３０

普通科（英数選抜コース・Ｓコース・Ｇコース）

集 合 ９：４０

国 語 １０：００～１０：５０

数 学 １１：００～１１：５０

英 語 １２：００～１２：５０

昼 食 １２：５０～１３：３０

理 科 １３：３０～１４：２０

社 会 １４：３０～１５：２０

音楽科・美術科

集 合 ９：４０

国 語 １０：００～１０：５０

数 学 １１：００～１１：５０

英 語 １２：００～１２：５０



一般入学試験 | 札幌試験場

一般入学試験｜ ０７

出願期間

入学願書

202２年１月４日（火）～２月４日（金） 【必着】

web出願となります。

※ホームページの所定の枠から出願登録してください。

※登録後は入学願書を出力し、中学校から指定された期日までに中学校へ提出してください。

入学検定料 入学検定料 １５，０００円

※納入期間は出願期間と同じです。

※web決済（クレジットカード決済、コンビニ決済、Ｐａｙ－ｅａｓｙ）です。

※別途事務手数料が必要になります。

提出書類など 下記の書類を出願期間に合わせて郵送または合同受付で提出してください。(cは該当者のみ）

a. 入学願書

b. 個人調査書（北海道の公立高校出願用と同様の書式）

c. 欠席理由書

※３年間合計の欠席日数が３０日以上の場合は、欠席理由書を提出してください。

試験場

※ホームページ「学校紹介」

→「交通案内」をご覧ください。

札幌大谷高等学校

住 所 ｜ 札幌市東区北１６条東９丁目1-1

地 下 鉄 ｜ 東豊線「東区役所前駅」下車 ②出口 徒歩５分

中央バス ｜ 東17北光線、東19北光北口線／「大谷学園前」下車

試験日 ２０２２年２月１５日（火） 全学科

※試験会場下見は２月１４日（月）14:00～16:00（上靴、外靴入れを持参）

※試験室の下見はできません。（当日の案内あり）

試験当日の注意 １．受験生は8:４0までに控室に集合してください。

2. 持参品 : 受験票、上靴、外靴入れ、筆記用具

※音楽科、美術科は「音楽科実技試験」「美術科実後試験」要項を参照してください。

３．携帯電話などの通信機能がついた機器を持ち込まないでください。

試験時間割 （普通科）

普通科

集 合 ８：４０

国 語 ９：１０～１０：００

数 学 １０：２５～１１：１５

英 語 １１：４０～１２：３０

昼 食 １２：３０～１３：１０

理 科 １３：１０～１４：００

社 会 １４：２５～１５：１５

※英語のリスニングテストは実施しません。



一般入学試験 札幌試験場｜ ０８

試験時間割

（音楽科・美術科） 音楽科

ａ．実技免除者

国 語 ９：１０～１０：００

数 学 １０：２５～１１：１５

英 語 １１：４０～１２：３０

ｂ．実技受験者

国 語 ９：１０～１０：００

数 学 １０：２５～１１：１５

英 語 １１：４０～１２：３０

昼 食 １２：３０～１３：１０

練習開始 １３：１０～

実技試験 １３：４０～

※人数により変更となる場合があります。

美術科

ａ．実技免除者

国 語 ９：１０～１０：００

数 学 １０：２５～１１：１５

英 語 １１：４０～１２：３０

ｂ．実技受験者

国 語 ９：１０～１０：００

数 学 １０：２５～１１：１５

英 語 １１：４０～１２：３０

昼 食 １２：３０～１３：１０

ガイダンス １３：１０～１３：２５

実技試験 １３：２５～１４：２５
（静物デッサン）

※人数により変更となる場合があります。

※英語のリスニングテストは実施しません。

2022年２月2８日(月)9:00

Web上で個別に合格発表および本校玄関前に掲示。合格者には後日、本人宛入学手続書類を発送。

合格発表

入学手続き

※郵送による手続きのみ

2022年３月１５日(火)～３月２３日（水） 【必着】

※納入金などの詳細は入学手続書類に同封します。

・ 入学手続時納入金は、公立高校へ入学する場合に限り、申請により返還します。

・ （普通科のみ）願書に記入した「入学後の芸術選択」に変更がある場合は、必ず申し出てください。

なお、手続き後の変更はできません。



一般入学試験 | 地方試験場 北見・釧路・函館

一般入学試験 地方試験場｜ ０９

出願期間

入学願書

202２年１月４日（火）～１月２１日（金） 【必着】

web出願となります。

※ホームページの所定の枠から出願登録してください。

※登録後は入学願書を出力し、中学校から指定された期日までに中学校へ提出してください。

入学検定料 入学検定料 １５，０００円

※納入期間は出願期間と同じです。

※web決済（クレジットカード決済、コンビニ決済、Ｐａｙ－ｅａｓｙ）です。

※別途事務手数料が必要になります。

提出書類など 下記の書類を出願期間に合わせて郵送または合同受付で提出してください。(cは該当者のみ）

a. 入学願書

b. 個人調査書（北海道の公立高校出願用と同様の書式）

c. 欠席理由書

※３年間合計の欠席日数が３０日以上の場合は、欠席理由書を提出してください。

試験場

※ホームページ「学校紹介」

→「交通案内」をご覧ください。

試験日 ２０２２年２月１５日（火） 全学科

※音楽科・美術科を志望する実技試験受験者は、札幌会場のみとなります。ご注意ください。

試験当日の注意 １．受験生は９：４０までに控室に集合してください。

2. 持参品 : 受講票、上靴、外靴入れ、筆記用具

※音楽科、美術科は「音楽科実技試験」「美術科実後試験」要項を参照してください。

３．携帯電話などの通信機能がついた機器を持ち込まないでください。

北見試験場 （予定）

北見芸術文化ホール

北見市泉町１丁目３－２２ Tel.0157-31-0909

釧路試験場 （予定）

釧路市生涯学習センター（まなぼっと幣舞）

釧路市幣舞町４－２８ Tel.0154-41-8181

函館試験場 （予定）

ホテルサンシティー函館

函館市松風町１３－１４ Tel.0138-27-0030

① 地方試験場の案内および試験の詳細は、出願後にホームページでお知らせします。

② 試験場の下見は実施しません。



一般入学試験 地方試験場｜ １０

試験時間割 ※英語のリスニングテストは実施しません。

2022年２月2８日(月)9:00

Web上で個別に合格発表および本校玄関前に掲示。合格者には後日、本人宛入学手続書類を発送。

合格発表

入学手続き

※郵送による手続きのみ

2022年３月１５日(火)～３月２３日（水） 【必着】

※納入金などの詳細は入学手続書類に同封します。

・ 入学手続時納入金は、公立高校へ入学する場合に限り、申請により返還します。

・ （普通科のみ）願書に記入した「入学後の芸術選択」に変更がある場合は、必ず申し出てください。

なお、手続き後の変更はできません。

普通科

英数選抜コース・Ｓコース・Ｇコース

国 語 １０：００～１０：５０

数 学 １１：００～１１：５０

英 語 １２：００～１２：５０

昼 食 １２：５０～１３：３０

理 科 １３：３０～１４：２０

社 会 １４：３０～１５：２０

アンケート調査

音楽科

ａ．実技免除者

国 語 １０：００～１０：５０

数 学 １１：００～１１：５０

英 語 １２：００～１２：５０

アンケート調査

美術科

ａ．実技免除者

国 語 １０：００～１０：５０

数 学 １１：００～１１：５０

英 語 １２：００～１２：５０

アンケート調査



音楽科実技試験

音楽科実技試験要項｜ １１

試験内容詳細

「中学生のための冬季芸術教室」「札幌大谷音楽コンクール」の成績により実技試験を免除します。

各専攻とも１曲を暗譜で演奏してください。

（ア） ピアノ専攻

ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンの任意のソナタより１つの楽章（ただし緩徐楽章は

除く）。またはそれと同等以上の任意の曲。繰り返しなし。

（イ） 声楽専攻

イタリア古典歌曲または中学校音楽教科書の独唱曲の中から任意の１曲（歌詞は原曲でも

日本語でもよい）をピアノ伴奏で歌唱。

（ウ） 管楽器・弦楽器・打楽器専攻

専攻楽器による任意の１曲（クラシック作品またはクラシックの編曲）を伴奏なしで演奏する。

繰り返しなし。ポピュラー、ジャズ等は不可。

（エ） 電子オルガン専攻

任意の１曲（クラシック作品またはクラシックの編曲）を演奏する。

ポピュラー、ジャズ等は不可。自動演奏は使用不可。

（オ） 作曲専攻

自作曲１曲の楽譜を持参し、演奏する。演奏に関しては、電子的な再生も可とする。

曲は任意の形式でよいがクラシックのスタイルによるものとする。ポピュラー、ジャズ等は不可。

注意事項

１． ピアノ・電子オルガン以外の演奏楽譜は各自持参してください。

2. 声楽の伴奏は本校で担当します。伴奏楽曲のコピーを入学願書とともに提出してください。

３． 作曲の自作曲楽譜は、原稿でもコピーでもよい。コンピュータ浄書の印刷物も可とする。

4. 実技受験者の演奏曲目は、web出願に入力してください。

実技試験免除について



美術科実技試験

美術科実技試験要項｜ １２

試験内容詳細

「中学生のための冬季芸術教室」の成績により実技試験を免除します。

全員共通課題

デッサン | 鉛筆による静物デッサン

注意事項

１． 鉛筆（２H～４Bのすべて）、消しゴム（または練りゴム）を持参してください。

2. 画用紙、画板、モチーフ、台紙（白い紙）は本校で用意します。

実技試験の出題例

問題 | 「与えられたモチーフを自由に配置して、鉛筆でデッサンしなさい。」

注意事項 | 画用紙は、縦・横どちらに用いてもよい。

※モチーフ（静物）の例

【単願・推薦】 （４５分） 「紙箱とリンゴ」 など

【一般】 （６０分） 「紙箱と４つに切ったかぼちゃ」 など

実技試験免除について



単願・推薦受験用 西暦 年 月 日

札幌大谷高等学校 単願・推薦入学試験

特別奨学生申請書

札幌大谷高等学校

校 長 梅津 義信 様

中学校

志願者氏名

（生年月日 西暦 年 月 日生）

保護者氏名

札幌大谷高等学校「特別奨学生」として申請いたします。入学が許可され「特別奨学生」に採用された際には、

校則を守り、勉学に努力いたします。なお、入学後の学業成績が極端に低下した場合、生活指導上の問題が生

じた場合には「特別奨学生」としての資格を失う場合があることを了承いたします。

※この書面は必要事項を記入の上、出願時に願書とともに中学校に提出してください。

下記の項目は各中学校で記入をお願いいたします。 ※志願者・保護者は記入しないでください

志望する科・コース・クラス

を〇で囲んでください

普通科・英数選抜コース 普通科・学力重点コースＰＳクラス

普通科・学力重点コースＡＳクラス 音楽科 美術科

学習成績に関する事項
中学学習点

点

学習ランク
〇で囲んでください Ａ・Ｂ

ランク

志望分類
〇で囲んでください 単願 ・ 推薦 担任

印

（記入責任者）

札幌大谷高等学校記入欄 ※記入しないでください。

受験番号 一般面接 特別奨学生面接 芸術実技評価

（ Ａ ・ Ｂ＋ ）

特別奨学生・決定 確認

単願・推薦特別奨学生申請書｜ 13


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14



