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日本大学山形高等学校の教育方針

【スクール・ミッション】
　日本大学の教育理念である「自主創造」の精神のもと，「日本大学教育憲章」に掲げら
れた「自ら学ぶ」，「自ら考える」，及び「自ら道をひらく」ことができる「自主性を備え
た人材」の育成を目指します。
　また，「知育・徳育・体育」の調和のとれた全人教育により，生徒一人ひとりの「高き
志」を実現できるきめ細やかな教育活動を展開します。

【スクール・ポリシー】
　生徒自らが自己の学ぶべき課題を発見し，自らの力で解決するための「思考力・判断
力・表現力」を育み，主体的に学ぶ意欲を高める学習活動及び課外活動を実践することに
より，「高き志」を抱き，夢の実現に向けた努力を継続的に実践することのできる活力溢
れる生徒を育成します。

◎アドミッションポリシー［入学者の受入れに関する方針］
　▽特進コース

基礎的な学力が身についており，自己実現を目指して何事にも前向きに取り組むことの
できる意欲的な生徒を求めます。

　▽進学コース
学業や部活動など学校生活全般に対して積極的に取り組み，自らの可能性を伸ばそうと
する意欲的な生徒を求めます。

　▽スポーツコース
文武両道を実践するとともに，アスリートとしての高い志を持って挑戦し続けることの
できる意欲的な生徒を求めます。

◎カリキュラムポリシー［教育課程の編成及び実施に関する方針］
　▽特進コース

国公立大学・難関私立大学への進学に向けて，確かな学力を身につけるとともに，主体
的・対話的な深い学びを通して，学習意欲を高める指導を行います。

　▽進学コース
日本大学への進学をはじめとする多様な進路希望に応じて，確かな学力を身につけると
ともに，一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな指導を行います。

　▽スポーツコース
幅広い進路希望に応じて，確かな学力を身につけるとともに，授業や部活動を通してス
ポーツを「する，観る，支える，知る」能力を養う指導を行います。

◎グラデュエーションポリシー［育成をめざす資質・能力に関する方針］
　▽特進コース

持続可能な社会の実現に向けて，自ら課題を見つけ主体的に学び，未来を切りひらく力
を育成します。

　▽進学コース
多様な価値観を大切にしながら，自己のあり方・生き方を考え，未来を切りひらく力を
育成します。

　▽スポーツコース
スポーツを通し知識・技能・礼節を身につけ，健やかな心身を養い，未来を切りひらく
力を育成します。
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□ 個人情報の取扱いについて

　日本大学山形高等学校では，入学試験にあたってご提供いただきました志願者本人及び
保護者の氏名，住所等の個人情報を，入学試験の出願受付，実施，合格発表，さらには入
学に至る一連の手続きと，本校で学校生活を始めるに当たって必要な書類・お知らせ等の
送付及び入学者データの統計処理のために使用いたします。この他の目的には使用いたし
ません。

① 入試成績による奨学生制度を導入！
詳しくは５ページをご覧ください。

② 特進コースの推薦専願方式・一般推薦を導入！
これまで一般推薦は進学コースのみ実施していましたが，令和５年度入試から，特進

コースも一般推薦を導入します。詳しくは１ページをご覧ください。
③ 推薦入試の出願基準で利用する評定は，３年次１学期末（２学期制の場合は前期）の成
績，又は12月末までの成績のいずれかのものとします。詳しくは１ページをご覧くださ
い。



Ⅰ　募集定員　３３０名（推薦入学試験・一般入学試験の合計人員）

Ⅱ　推薦入学試験要項
　１　出願資格と出願区分・基準
出 願 方 式 推薦専願方式

出 願 資 格
①令和５年３月中学校卒業見込みの者。
②本校を第一志望（専願）とする者で，中学校長の推薦があるもの。
③�学業，人物ともに優良で，次の出願基準を満たし，３年次の評定に１を含ま
ない者。

出 願 区 分 一般推薦 部活動推薦（本校が指定する者）

コ ー ス 特進コース 進学コース 進学コース スポーツコース

出 願 基 準 ５教科 22 以上
５教科 15 以上

又は
９教科 27 以上

５教科 14 以上
又は

９教科 25 以上

５教科 11 以上
又は

９教科 20 以上

出願優遇による
出 願 基 準 ５教科 21 以上

５教科 14 以上
又は

９教科 26 以上
なし なし

　
出 願 方 式 推薦併願方式

出 願 資 格

①令和５年３月中学校卒業見込みの者。
②�公立高校（含む　高等専門学校）を第一志望，本校を第二志望（併願）とし，
本校以外の私立高校を受験しない者で，中学校長の推薦があるもの。
③�学業，人物ともに優良で，次の出願基準を満たし，３年次の評定に１を含ま
ない者。

コ ー ス 特進コース 進学コース

出 願 基 準 ５教科 22 以上 ５教科 16 以上�又は�９教科 29 以上
出願優遇による
出 願 基 準 なし なし

〔注〕
　　○推薦入学試験（推薦専願方式及び推薦併願方式）
　　　・�評定は，３年次の５段階評定とする。３年次１学期末（２学期制の場合は前期），又は12月

末までの成績のいずれかのものとします。
　　　・教科　５教科：国語，社会，数学，理科，英語
　　　　　　　９教科：国語，社会，数学，理科，英語，音楽，美術，保健体育，技術家庭

　　○部活動推薦（推薦専願方式）
　　　・スポーツコースは，文系型のカリキュラムになっており，在学期間中コース変更はできません。
　　　・文化部は，吹奏楽部・ダンスドリル部のみの募集とし，コースは進学コースのみとします。

　　○一般推薦（推薦専願方式の出願優遇について）　※推薦併願方式に出願優遇はありません
　　　　〔特進コース〕　次の条件①～③のいずれかを満たす者は，出願基準から１減じて出願できます。
　　　　　①�実用英語技能検定，実用数学技能検定，日本漢字能力検定のいずれかが３級以上取得の者。
　　　　　　※該当者は合格証など証明する書類のコピーを提出してください。
　　　　　②３年間の欠席日数の合計が６日以内の者。
　　　　　③生徒会長など３年次の生徒会役員（学級委員を除く）として顕著な功績のある者。
　　　　〔進学コース〕　次の条件①～③のいずれかを満たす者は，出願基準から１減じて出願できます。
　　　　　①実用英語技能検定，実用数学技能検定，日本漢字能力検定のいずれかが４級以上取得の者。
　　　　　　※該当者は合格証など証明する書類のコピーを提出してください。
　　　　　②３年間の欠席日数の合計が６日以内の者。
　　　　　③生徒会長など３年次の生徒会役員（学級委員を除く）として顕著な功績のある者。
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　２　出　願
　　①願書受付期間　　令和５年１月11日（水）・12日（木）　9：00～16：00

　　②出 願 書 類　［１］入学願書
　　　　　　　　　　　［２］調査書（各都道府県の公立高校と同じ様式）
　　　　　　　　　　※［３］３年次１学期，又は前期の評定記入用紙（該当者のみ）
　　　　　　　　　　※［４］推薦書
　　　　　　　　　　※［５］競技成績書（推薦専願方式・部活動推薦のみ）
　　　　　　　　　　　［６］合格証など証明する書類のコピー（該当者のみ）
　　　　　　　　　　　［７］�返信用封筒１通（本校所定の返信用封筒の表に志願者の住所氏名を記

入し，140円切手を貼付したもの。二つ折り可）
　　　　　　　　　　※［８］在籍中学校からの受験者名簿
　　　　　　　　　　・上記※の書類は，本校ホームページからダウンロードできます。
　　　　　　　　　　・一旦受理した書類は，返却いたしません。

　　③受 験 料　　１８，０００円
　　　　　　　　　　　　※22ページの振込用紙により，令和４年12月５日（月）～令和５年１月５

日（木）の期間に振り込んでください。その際，必ず金融機関（「ゆ
うちょ銀行」を除く）の窓口から振り込み，出納印を確認の上，「受験
料納入済票」を入学願書の貼付欄にのりづけしてください。また，一
旦受領した受験料は，返還いたしません。

　　④出 願 方 法　　�在籍中学校を経由し，受付期間中に本校事務室へ提出してください。郵送
の場合は簡易書留で，令和５年１月６日（金）～11日（水）の期間に必着
とします。

　３　入 学 試 験 等
　　①入 学 試 験　　試験日　令和５年１月16日（月）　　　会　場　日本大学山形高等学校
　　　　　　　　　　　　方　法　グループ面接
　　　　　　　　　　　　時　間　9：00～16：00（詳細は願書受付時に連絡します）
　　　　　　　　　　　　持ち物　受験票，上履き，下足入れ

　　②合格内定通知　　令和５年１月17日（火）に在籍中学校長宛に発送いたします。
　　　　　　　　　　　　（電話による問合せにはお答えしておりません）
　　　　　　　　　　　　※�合格内定者は一般入学試験（３ページ）を必ず受験しなければなりません。
　　　　　　　　　　　　※出願したコースで内定通知を行います。

　　③合 格 発 表　　�令和５年２月３日（金）13：00にホームページ上で発表します。また，合
格者に対して同日中に合格通知書等を発送いたします。

　　　　　　　　　　　　（電話による問合せにはお答えしておりません）

　　④入 学 手 続　　４ページのⅣ入学手続・納入金を参照してください。

　　⑤そ � の � 他　　・�推薦入学試験の不合格者が一般入学試験を受験する場合，受験料及び調
査書は不要です。

　　　　　　　　　　　　・�新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等，学校を出席停止となる
感染症に罹患，又は罹患の疑いによって推薦入学試験を受験できない場
合は，追試験を実施します。詳細は，在籍する中学校を通して該当する
受験生にお知らせいたします。

　４　事 前 相 談　　身体の状況により配慮が必要な場合，程度によっては受験及び就学が困難
なこともありますので，在籍中学校を通して，令和４年12月５日（月）ま
でに必ずご相談ください。
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Ⅲ　一般入学試験要項
　１　出 願 資 格　　令和５年３月中学校卒業見込みの者。又は令和４年３月に中学校を卒業し

た者。
　　　　　　　　　　　　　※ただし，一般専願方式受験者は，本校を第一志望（専願）とする者。　

　２　出 願 区 分
出願区分 一般専願方式 一般併願方式

コース 特進コース 進学コース 特進コース 進学コース
　　　※一般専願・併願方式ともに，特進コース志願者は進学コースを第二志望とすることができます。

　３　出 願
　　①願書受付期間　　令和５年１月17日（火）・18日（水）　９：00～16：00

　　②出 願 書 類　［１］入学願書
　　　　　　　　　　　［２］調査書（各都道府県の公立高校用と同じ様式）
　　　　　　　　　　　［３］�返信用封筒１通（本校所定の返信用封筒の表に志願者の住所氏名を記入

し，140円切手を貼付したもの。二つ折り可）
　　　　　　　　　　　［４］�在籍（出身）中学校からの受験者名簿（本校ホームページからダウン

ロードできます）
　　　　　　　　　　・一旦受理した書類は，返却いたしません。

　　③受 験 料　　１８，０００円
　　　　　　　　　　　　※22ページの振込用紙により，令和４年12月５日（月）～令和５年１月13

日（金）の期間に振り込んでください。その際，必ず金融機関（「ゆ
うちょ銀行」を除く）の窓口から振り込み，出納印を確認の上，「受験
料納入済票」を入学願書の貼付欄にのりづけしてください。また，一
旦受領した受験料は，返還いたしません。

　　④出 願 方 法　　�在籍（出身）中学校を経由し，受付期間中に本校事務室へ提出してくださ
い。郵送の場合は簡易書留で，令和５年１月13日（金）～17日（火）の期
間に必着とします。

　４　入 学 試 験 等
　　①入 学 試 験　　試 験 日　令和５年１月27日（金）　　会　場　日本大学山形高等学校
　　　　　　　　　　　　方 　 法　学力試験　　
　　　　　　　　　　　　持 ち 物　受験票，上履き，下足入れ，HB以上の黒鉛筆（シャープペン

シル可），消しゴム，鉛筆削り，昼食
　　　　　　　　　　　　注意事項　次のものを使用禁止とします：下敷き，分度器，計算・単語表

示機能・送信機能等の付いた腕時計，携帯電話，ボールペン
（ただし，三角・直定規，コンパスは使用してよい）

　　　　　　　　　　　　　時 間 割

集　合
8：30

国　語 数　学 社　会 昼　食
12：30～
　13：10

理　科 英　語
9：00 ～
9：50

10：20～
　11：10

11：40～
　12：30

13：10～
　14：00

14：30～
　15：20

※英語はリスニングテストを含みます。

　　②合 格 発 表　　�令和５年２月３日（金）13：00にホームページ上で発表します。また，合
格者に対して同日中に合格通知書等を発送いたします。

　　　　　　　　　　　　（電話による問合せにはお答えしておりません）

　　③入 学 手 続　　４ページのⅣ入学手続・納入金を参照してください。
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　　④そ � の � 他　　�新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等，学校を出席停止となる感
染症に罹患，又は罹患の疑いによって一般入学試験を受験できない場合は，
追試験を実施します。詳細は，在籍（出身）中学校を通して該当する受験
生にお知らせいたします。

　５　事 前 相 談　　身体の状況により配慮が必要な場合，程度によっては受験及び就学が困難
なこともありますので，在籍（出身）中学校を通して，令和４年12月５日
（月）までに必ずご相談ください。

Ⅳ　入学手続・納入金　
　１　入学手続きについて
　　○合格者は，入学金を下記期間内に納入してください。
　　○入学金の納入については，合格通知に同封されている振込用紙を用い，手続期間内に納入して

ください。
　　○期間内に入学手続きを完了しない場合は，入学辞退者とみなします。
　　○一旦受領した納入金は，返還いたしません。

※推薦併願方式の合格者は，必ず一次手続きをしてください。
※入学手続きを完了するには，①・②の金額をそれぞれ期間内に納入してください。
※�令和５年３月21日（火）は銀行休業日のため，本校事務室窓口（9：00～15：00）�
での手続きとなります。

　２　初年度授業料等納入金

※次年度以降の授業料等納入金額については，変更になる場合もあります。

　　○上記の他に，修学旅行積立金，タブレット端末利用料，コースごとの諸経費等が必要となりま
す。詳細については，「令和５年度授業料等納入金明細表」を，新入生説明会［令和５年３月
23日（木）］で配布する予定です。タブレットは教材として，在学中は貸与，卒業時に進呈し
ます（利用料別途）。

　　　※令和４年度入学生使用機種：iPad（第９世代　10.2インチ64GB），毎月７GBまで高速通信可能
　　○授業料等納入金については，３学期制で納入いただいております。学期ごとの指定する日に預

金口座より引き落としとなります。なお，授業料等の分納（月割額納付）を希望される場合
は，事前に手続きが必要となります。

推薦専願方式及び一般専願方式合格者 推薦併願方式及び一般併願方式合格者
金額 手続期間

入　 学　 金 160,000円
令和 5年
 2 月 3 日（金）�
　　～ 10日（金）

金額 手続期間
入 学 金
（一次手続き） ① 80,000円 令和 5年

 2 月 3 日（金）～ 10日（金）
入 学 金
（二次手続き） ② 80,000円 令和 5年

 3 月20日（月）～ 21日（火）
合計①＋② 160,000円

項　　　目 １学期納入額 ２学期納入額 ３学期納入額 合　計　額（４月～７月） （８月～12月） （１月～３月）
授 業 料 月　額 32,500円 130,000円 162,500円 97,500円 390,000円
実 験 実 習 料 年　額 6,000円 6,000円 6,000円
施設設備資金 年　額 130,000円 50,000円 50,000円 30,000円 130,000円
図 書 費 年　額 2,500円 2,500円 2,500円
厚 生 費 年　額 30,000円 30,000円 30,000円
生徒会入会金 初年度のみ 1,500円 1,500円 1,500円
生 徒 会 費 月　額 1,000円 4,000円 5,000円 3,000円 12,000円
保 護 者 会 費 月　額 1,500円 6,000円 7,500円 4,500円 18,000円

合　　　　　計 230,000円 225,000円 135,000円 590,000円
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Ⅴ　奨学生制度，就学支援金及び授業料軽減補助
　１　奨学生制度について（令和５年度入学生から新たな奨学生制度を実施します）
　　①対 　 　 象　　本校の入学試験を受験し，入学した者
　　　　　　　　　　　　※入試方式（推薦・一般）や出願方式（専願・併願）は問いません。

　　②応 募 方 法　　全ての受験者が候補者となりますので，応募の必要はありません。

　　③選 考 方 法　　令和５年１月27日（金）実施の一般入学試験の総合順位で選考いたします。

　　④選考基準及び奨学金給付額（就学支援金等に関係なく給付いたします）
種　別 選　考　基　準（全受験者における割合） 奨学金給付額（年額）
入試Ａ 一般入学試験・５教科合計得点の総合順位　上位３％以内 80,000 円
入試Ｂ 同上�　　　　　　　上位８％以内 50,000 円
入試Ｃ 同上　�　　　　　　上位15％以内 30,000 円

　　⑤選考結果発表　�選考基準に該当する受験者にのみ，合格通知書と同封して通知いたします。
また，在籍（出身）中学校長宛にも通知いたします。

　　⑥そ の 他　・�上記の奨学生制度による奨学金の給付は，１年次のみの適用となります。
２年次以降は前年度の学業成績により年度毎に改めて選考します。

　　　　　　　　　　　・�本校の他の奨学生制度と重複して該当する場合，給付額が大きい奨学生制
度が適用されます。

　　　　　　　　　　　※�この他にも，日本大学付属高等学校等特待生，コカ・コーラ育英奨学金，
スポーツ奨学生制度があります。なお，スポーツ奨学生については，本校
が指定する者で中学校長の推薦を受けられるものとなります。

　２　就学支援金及び授業料軽減補助について
　�　授業料支援制度として，保護者の所得に応じて，国からの「就学支援金」及び山形県からの「授
業料軽減補助」が受けられます。各ご家庭の支給額については，次の計算式による算出額（原則
「両親の合計」で算定）で判定されます。
　�　なお，下表は令和４年度の基準です。令和５年度の基準については，詳細が分かりしだい，本
校ホームページでご案内いたします。
�

　　◆判定基準	 	 	 	
　　　　【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の額
　　　　　　　　　　　　※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。��
� �

（令和４年度基準）

上記計算式による算出額 授業料 国からの支給額
就学支援金

山形県からの支給額
授業料軽減補助

授業料から
支給額を差し引いた
実際の授業料納入額

154,500円未満
【*1世帯年収の目安590万円未満】

32,500円/月
（390,000円/年）

32,500円/月
（390,000円/年） ― 0円

154,500円～304,200円未満
【*1世帯年収の目安

590万円～910万円未満】

9,900円/月
（118,800円/年）

12,100円/月
（145,200円/年）

月額10,500円/月
（126,000円/年）

304,200円以上
【*1世帯年収の目安910万円以上】

―
4,950円/月
（59,400円/年）
*2多子世帯が対象

月額27,550円/月
（330,600円/年）
*2多子世帯が対象

― ―
月額32,500円/月
（390,000円/年）

＊1世帯年収は，両親・高校生・中学生の４人家族で，両親の一方が働いている場合の目安です。
＊2多子世帯とは，扶養する23歳未満の子が私立高校生を含め３人以上いる世帯です。

＊1 世帯年収の目安 590万円未満の世帯は，授業料無償です！
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学校コード番号一覧

学　　校　　名 学校コード

山形市立第一中学校 0620101
山形市立第二中学校 0620102
山形市立第三中学校 0620103
山形市立第四中学校 0620104
山形市立第五中学校 0620105
山形市立第六中学校 0620106
山形市立第七中学校 0620107
山形市立第八中学校 0620108
山形市立第九中学校 0620109
山形市立第十中学校 0620110
山形市立金井中学校 0620111
山形市立高楯中学校 0620112
山形市立山寺中学校 0620113
山形市立蔵王第一中学校 0620114
山形市立蔵王第二中学校 0620115
山形大学附属中学校 0620116

上山市立南中学校 0620721
上山市立北中学校 0620722
上山市立宮川中学校 0620723
天童市立第一中学校 0621031
天童市立第二中学校 0621032
天童市立第三中学校 0621033
天童市立第四中学校 0621034
山辺町立山辺中学校 0630151
中山町立中山中学校 0630241

寒河江市立陵東中学校 0620601
寒河江市立陵南中学校 0620602
寒河江市立陵西中学校 0620603
河北町立河北中学校 0632111
西川町立西川中学校 0632220
朝日町立朝日中学校 0632331
大江町立大江中学校 0632441

村山市立楯岡中学校 0620801
村山市立葉山中学校 0620804
東根市立第一中学校 0621111
東根市立第二中学校 0621112
東根市立第三中学校 0621113
東根市立大富中学校 0621114
東根市立神町中学校 0621115
山形県立東桜学館中学校 0621116
尾花沢市立福原中学校 0621221
尾花沢市立尾花沢中学校 0621222
大石田町立大石田中学校 0634133

新庄市立新庄中学校 0620501
新庄市立明倫学園 0620502
新庄市立日新中学校 0620503
新庄市立萩野学園 0620504
新庄市立八向中学校 0620505
金山町立金山中学校 0636161
最上町立最上中学校 0636271
舟形町立舟形中学校 0636311
真室川町立真室川中学校 0636451
大蔵村立大蔵中学校 0636521
鮭川村立鮭川中学校 0636641
戸沢村立戸沢学園 0636731

学　　校　　名 学校コード

米沢市立第一中学校 0620201
米沢市立第二中学校 0620202
米沢市立第三中学校 0620203
米沢市立第四中学校 0620204
米沢市立第五中学校 0620205
米沢市立第六中学校 0620206
米沢市立第七中学校 0620209
南陽市立沖郷中学校 0621321
南陽市立赤湯中学校 0621323
南陽市立宮内中学校 0621326
高畠町立高畠中学校 0638135
川西町立川西中学校 0638248

長井市立長井南中学校 0620901
長井市立長井北中学校 0620902
小国町立叶水中学校 0640132
小国町立小国中学校 0640133
白鷹町立白鷹中学校 0640213
飯豊町立飯豊中学校 0640321

鶴岡市立鶴岡第一中学校 0620301
鶴岡市立鶴岡第二中学校 0620302
鶴岡市立鶴岡第三中学校 0620303
鶴岡市立鶴岡第四中学校 0620304
鶴岡市立鶴岡第五中学校 0620305
鶴岡市立豊浦中学校 0620306
鶴岡市立藤島中学校 0642361
鶴岡市立羽黒中学校 0642441
鶴岡市立櫛引中学校 0642531
鶴岡市立朝日中学校 0642721
鶴岡市立温海中学校 0644191
庄内町立立川中学校 0642171
庄内町立余目中学校 0642281
三川町立三川中学校 0642651

酒田市立第一中学校 0620401
酒田市立第二中学校 0620402
酒田市立第三中学校 0620403
酒田市立第四中学校 0620404
酒田市立第六中学校 0620406
酒田市立鳥海八幡中学校 0620410
酒田市立東部中学校 0646531
遊佐町立遊佐中学校 0646152

上記以外の中学校 9999999
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