
2019 年度

生 徒 募 集 要 項

学校法人　上田学園

上田西高等学校



1 募集定員 ……………………………………………………P1

2 出願から入学までの日程 …………………………………P1

3 推薦入試 ……………………………………………………P2 ～ P3

4 一般入試 ……………………………………………………P4 ～ P5

5 生徒納入金と就学支援金・授業料等軽減事業・
　 奨学給付金について ………………………………………P6 ～ P7

6 上田西高等学校　奨学生制度
　 　および入学金減免制度について ………………………P8

7 公的機関等の奨学金制度の一覧 …………………………P9

8 入学願書・記入上の注意 …………………………………P10

9 出願書類・所定用紙について

　　　　・募集要項に綴られているもの
　　　　　　①入学願書
　　　　　　　・特進コース用（緑色）　Ⓐ
　　　　　　　・進学コース用（白色）　Ⓑ
　　　　　　②学校推薦書
　　　　　　　・推薦入試用（白色）　　Ⓒ
　　　　　　③入学審査料　振込用紙　Ⓓ

� 入学試験当日の緊急時連絡方法

－　目　次　－

当日、緊急に本校と連絡をとりたい場合は、代表電話番号　0268-22-0412 まで
ご連絡ください。なお、その際には必ず「受験番号・中学校名・氏名」を
お知らせください。



1

1 募集定員（2019年度）

2 出願から入学までの日程

全日制普通科（男女共学）　　　　　　合計 290 名
特進コース　 80 名

進学コース　210 名　

●推薦入試：募集定員 290 名の 60％程度
●一般入試：推薦入試での入学者数を減じた人数

推薦入試 一般入試
出願資格の確認

➡
出願日程・出願方法の確認

➡
中学校の指示による 出願書類の作成 中学校の指示による

➡
～平成31年１月11日（金） 入学審査料の振込み ～平成31年１月25日（金）

➡
平成31年１月10日（木）

～１月11日（金）
入学願書の提出
受験票の確認

平成31年１月23日（水）
　　　　～１月25日（金）

➡
平成31年１月16日（水） 入学試験日 平成31年２月１日（金）

➡
平成31年１月18日（金） 合格発表

【郵送にて入学手続書類の受取】 平成31年２月８日（金）

➡
平成31年１月21日（月）

～１月22日（火）
推薦合格者・入学手続き
（一次・二次）

➡
一般合格者・入学予約手続き

（一次）
平成31年２月８日（金）

　　　　～２月13日（水）

➡ （土・日・祝日は除く）

一般合格者・入学確定手続き
（二次）

平成31年３月14日（木）
　　　　～３月18日（月）

➡ （土・日は除く）

平成31年３月６日（水） 新入生オリエンテーション
（いずれかの日で） 平成31年３月20日（水）

➡
平成31年４月２日（火） 準備登校日 平成31年４月２日（火）

➡
平成31年４月４日（木） 入学式 平成31年４月４日（木）
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3 推薦入試
１．募集人員 	 募集定員290名の60％程度

２．出願資格および条件  ①平成31年３月に中学校卒業見込みの者。
 ②本校専願で在学する中学校長の推薦があり、一定条件に適合した者。

３．出願受付 	 平成31年１月10日（木）～11日（金）
	 時間：午前９時より午後４時まで

４．出願方法 　下記５の出願書類を、在籍する中学校を経由して提出してください。

５．出願書類  ①入学願書 （本冊子の綴じ込み。銀行振込み後、「入学審査料振込証明書」
を貼付してください。）

 【特進コース：緑色の用紙Ⓐ、進学コース：白色の用紙Ⓑ】
 ②学校推薦書（白色の用紙Ⓒ、本冊子に綴じ込み）
 ③調査書（県の様式に準じます。）
 ④学習成績一覧表（県の様式に準じます。）

６．入学審査料 	 15,000円
　　　　　　　　　　　　　　　・ 入学審査料の振込みは、平成31年1月11日（金）までになります。
 　期日までに、銀行で振込んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　・銀行振込後、「入学審査料振込証明書」を入学願書に貼付してください。
　　　　　　　　　　　　　　　・ 入学審査料が振込まれない場合は、願書の受付は出来ません。
　　　　　　　　　　　　　　　・ 入学審査料の振込み後は、理由の如何にかかわらず返金いたしません。
 　ご了承ください。

７．試験日 	 平成31年１月16日（水）

８．試験会場および日程 	 【会場】　本校（受付：本館・生徒昇降口、試験会場：各教室）
	 【日程】　

９．試験内容 	 【作文】　800字/45分（題名は当日発表）
 【基礎学力検査】　 国語・数学・英語（リスニングを含む）の基礎問題
 　　　　　　　　100点満点（配点：国語・数学各30点、英語40点）
 　　　　　　　　試験時間50分（国語・数学各15分、英語20分）
 【面接】　個人面接（係員の指示により、班別で受験番号順に行います。）
 【特別奨学生採用面接】　奨学生を希望する受験生が対象となります。
 ※特別奨学生については、P８を参照してください。

10．試験当日の確認事項 	

持ち物

　□受験票　　□鉛筆（シャープペンシル可）　
　□消しゴム　□上履き　□袋（下足等を入れる）
※ 時計は試験会場にありますが、持参する場合は

時計機能のみのものをお持ちください。
※スマートフォン等の持ち込みはできません。
※下敷きは使用できません。

受　　　 付 　　８：１０～　８：５５
諸　 連　 絡 　　９：００～　９：０５
作　　　 文 　　９：１０～　９：５５
基礎学力検査 　１０：１０～１１：００
面　　　 接 　１１：１５～  終了まで　

（推薦入試）
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11．合否判定 	 	推薦書・調査書および作文・基礎学力検査・面接の結果を総合して選考し
ます。

12．合格発表 	 平成31年１月18日（金）
	 ※１月17日（木）午後、合格者本人及び中学校宛に速達で発送します。
 ※本校ホームページで合否確認ができます。
 　（受験票の注意事項をご確認ください。）
 ※校内掲示および電話等による回答は行いません。

13．入学手続き 	 〈期間〉　平成31年１月21日（月）、22日（火）の２日間
 　　　　時間：午前９時より午後４時まで
	 〈提出および納入するもの〉
	 ①誓約書　　②入学金140,000 円
 ③施設設備費110,000 円　　④その他指定書類

	 注意事項：入学辞退扱いとなる場合について
	 　以下に該当する場合、入学辞退扱いとなりますのでご注意ください。
 　・平成31年１月22日（火）までに入学手続きが行われなかった場合。
 　　または、入学金、施設設備費の納入がなかった場合。

14.その他   生徒寮（生徒会館）への入寮について（各学年定員 20 名を上限）
 ・ 遠隔地の男子生徒については、入寮条件（強化指定部所属等）を満たす場

合にのみ、確認・審査の後、入寮することができます。
 ・入寮を希望する場合は、出願前に、本校教頭までご相談ください。

受験票の紛失・忘れ 事務室にて再交付を受けてください。

会場までの交通
最寄駅は「しなの鉄道　西上田駅」で駅から徒歩10
分です。当日は混雑が予想されます。
時間にゆとりをもってお越しください。

交通機関の遅れ

入試当日、交通機関（しなの鉄道等）の遅れにより
遅刻する場合には遅延証明をお持ちください。考
慮いたします。
また、交通機関HP及び本校HPにて遅延状況ご確
認ください。※電話による本校への問合せはご遠
慮ください。　　　　　　　（HP：ホームページ）

飲食物

試験の終了は、13:00を予定しています。昼食が必
要な場合はお持ちください。（面接終了後、受験生
待機室で昼食をお取りいただくことができます。）
飲み物はご持参いただくか、校舎内の自動販売機
をご利用ください。

引率の方へ

当日、控室を用意しております。案内板、掲示等
にてご確認ください。試験終了までお待ちいただ
くことができます。※ただし、試験会場に入るこ
とはできません。

推薦入試

（推薦入試）
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１．募集人員 	 募集定員290名から推薦入試での入学者数を減じた人数

２．出願資格  平成31年３月に中学校卒業見込みの者および、中学校卒業の者

３．出願受付 	 平成31年１月23日（水）～25日（金）
	 時間：午前９時より午後４時まで

４．出願方法 	 下記５の出願書類を、最終在籍中学校を経由して提出してください。

５．出願書類  ①入学願書 （本冊子の綴じ込み。銀行振込み後、「入学審査料振込証明書」
を貼付してください。）

 【特進コース：緑色の用紙Ⓐ、進学コース：白色の用紙Ⓑ】
 ② 調査書（県の様式に準じます。最終在籍校が高等学校の場合は、さらに

学業成績証明書および人物に関する証明書が必要となります。）
 ③学習成績一覧表（県の様式に準じます。）
 ④健康診断の記録
 　（平成30年12月以降受診のもの。ただし、中学校在籍者は除く。）

６．入学審査料 	 15,000円
　　　　　　　　　　　　　　　・ 入学審査料の振込みは平成31年1月25日（金）までになります。
 　期日までに銀行で振込んでください。
　　　　　　　　　　　　　　　・銀行振込み後「入学審査料振込証明書」を入学願書に貼付してください。
　　　　　　　　　　　　　　　・ 入学審査料が振込まれない場合は願書の受付は出来ません。
 　ご注意ください。
　　　　　　　　　　　　　　　・ 入学審査料の振込み後は、理由の如何にかかわらず返金はいたしません。
 　ご了承ください。

７．試験日 	 平成31年２月１日（金）

８．試験会場および日程 	 【会場】　本校（受付：本館・生徒昇降口、試験会場：各教室）
	 【日程】

９．試験内容 	 【学力検査】　 国語・数学・英語（リスニングを含む）、各教科100点、
 　　　　　　試験時間各50分
	 【面接】　グループ面接（係員の指示により、班別で受験番号順に行います。）

10．試験当日の確認事項 	

4 一般入試

持ち物

□受験票
□鉛筆（シャープペンシル可）　□消しゴム
□上履き　□袋（下足等を入れる）　□昼食
※ 時計は試験会場にありますが、持参する場合は

時計機能のみのものをお持ちください。
※ スマートフォン等の持ち込みはできません。
※ 電卓・下敷きは使用できません。また、定規・

コンパス・分度器は必要ありません。

（一般入試）

試験科目 時　　　　間
受　　　付 　８：００～　８：５０
諸　連　絡 　９：００～　９：１０
１時間目 国　語 　９：２０～１０：１０
２時間目 数　学 １０：２５～１１：１５
３時間目 英　語 １１：３０～１２：２０

昼　休　み １２：２０～１３：００
４時間目 面　接 １３：００～ 終了まで
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11．合否判定 	 調査書、学力検査および面接を総合して選考します。

12．合格発表 	 平成31年２月８日（金）
	 ※２月７日（木）午後、合格者本人及び最終在籍校宛てに速達で発送します。
 ※本校ホームページで合否確認ができます。
 　（受験票の注意事項をご確認ください。）
 ※校内掲示、および電話等による回答は行いません。

13．入学手続き 	

受験票の紛失・忘れ 事務室にて再交付を受けてください。

会場までの交通
最寄駅は「しなの鉄道　西上田駅」で駅から徒歩10
分です。当日は混雑が予想されます。
時間にゆとりを持ってお越しください。

交通機関の遅れ

入試当日、交通機関（しなの鉄道等）の遅れにより
遅刻の場合には遅延証明をお持ちください。考慮
いたします。
また、交通機関HP及び本校HPにて遅延状況ご確
認ください。※電話による本校への問合せは、ご
遠慮ください。　　　　　　（HP：ホームページ）

飲食物
昼食をお持ちください。（食堂の営業はありません。）
飲み物は持参していただくか、校内の自動販売機
をご利用ください。

引率の方へ

当日、控室を用意しております。案内板、掲示等
にてご確認ください。試験終了までお待ちいただ
くことができます。※ただし、試験会場に入るこ
とはできません。

入
学
予
約
手
続
き【
一
次
】

〈期間〉平成31年2月8日（金）、12日（火）、13日（水）の3日間　時間：午前9時より午後4時まで
〈提出および納入するもの〉①入学金140,000円　②入学手続申込書（合格通知に同封）
〈手続きの方法〉
（１）併願者：①入学金140,000円を2月13日（水）までに銀行に振り込み、「入学金振込証明書」を
　　　　　　②の「入学手続申込書」に添付する。
　　　　　　・ 上記の「入学手続申込書」を242円分の切手を貼った指定封筒に入れ、郵便局窓口にて

特定記録郵便でお送りください。〈2月13日（火）の消印有効〉
（２）専願者：来校し、予約手続き中に下記、確定手続きまで完了してください。
　　　　　　①入学金、③施設設備費は銀行に振り込まず、直接、納入してください。
※入学金振込み及び納入後は、理由の如何に関わらず返金いたしません。ご了承ください。

入
学
確
定
手
続
き【
二
次
】

〈対象者〉併願者で上記、入学予約手続きを完了した者のみ
〈期間〉平成31年3月14日（木）～18日（月）の3日間（土・日を除く）　時間：午前9時より午後4時まで
〈提出および納入するもの〉③施設設備費110,000円　④誓約書　⑤その他指定書類
〈手続きの方法〉・上記③～⑤を本校へ持参し、事務受付にて手続きを行ってください。
　　　　　　　・③の施設設備費110,000円の銀行振り込みはできません。直接、納入してください。

（一般入試）

一般入試

注意事項：入学辞退扱いとなる場合について
　以下に該当する場合、入学辞退扱いとなりますので、ご注意ください。
　・ 平成31年２月13日（水）までに入学予約手続き（一次）が行われなかった場合、または、入学金が納入さ

れなかった場合。
　・ 入学予約手続き（一次）完了者で、平成31年３月18日（月）までに入学確定手続き（二次）が行われなかっ

た場合、または、施設設備費が納入されなかった場合。 
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１．生徒納入金について
　生徒納入金は、入学時に納入する入学
金・施設設備費と、入学後に納入する学
費（授業料、維持費等）・会費および修学
旅行積立金など学校教育活動にかかる費
用（年間総額）です。
　入学時の生徒納入金は、入学金14万
円、施設設備費11万円の計25万円とな
ります。
　入学以降、1年次の生徒納入金の目安
は右記の通りです。
　また、教科書・副教材、制服の購入費、
寮費は以下のようになります。

○教科書・副教材
　特進コース……………………28,000円
　進学コース……………………19,000円
○制服一式………………………56,000円
○運動着シューズ等一式………27,250円
○寮費　…年額864,000円/月額72,000円

5 生徒納入金と就学支援金・授業料等軽減事業・奨学給付金について
【平成 30 年度実績】

生徒納入金 年　　額 月　　額※１

　　授業料 312,000 円 26,000 円
　　維持費 48,000 円 4,000 円
　　学習費 6,300 円 525円
　　冷暖房費※２ 2,000 円 200円
１．学費（小計） 368,300 円 30,725 円
　　ＰＴＡ会費 11,200 円 1,850 円
　　生徒会費 5,800 円 500円
　　同窓会費 6,000 円 500円
　　クラブ後援会費※２ 5,500 円 1,100 円
２．会費（小計） 28,500 円 3,950 円
３．クラス費 40,000 円

10,000 円
４．修学旅行積立金 80,000 円
１,２, ３, ４	　　合　計 516,800 円 44,675 円

2．私立高等学校	就学支援金制度・授業料等軽減事業・奨学給付金について
（１）	国の制度・就学支援金制度とは
　就学支援金は、家庭の状況に関わらず、全ての意志ある高校生が安心して勉学に打ち込める社会を作るた
め、また、家庭の教育費負担を軽減させるための国の制度です。費用は国が負担し、県が支給しています。
　家庭状況により変わりますが、対象となる生徒１人あたりの支給額は下表のとおりです。
【平成 30 年度実績】

都道府県民税所得割および
市町村民税所得割額の合計※２ 就学支援金支給額（年額） 備　　　　考

Ａ 非課税（0円） 29万7,000円 私立高等学校授業料等軽減事業※

の対象となります。Ｂ 8万5,500円未満 23万7,600円

Ｃ 25万7,500円未満 17万8,200円 一部、対象者となる場合があります。

Ｄ 50万7,000円未満 11万8,800円 私立高等学校授業料等軽減事業※

の対象となりません。Ｅ 50万7,000円以上 支援金なし

※１　	月額は、毎月の基本となる額です。月によっては教科書
代等が追加となります。

※２　	冷暖房費は６～３月、クラブ後援会費は４～８月の徴収
となります。

※１．	平成 30 年度より就学支援金受給要件の一部が変更されています。（市町村民税所得割額のみであった基準が、
都道府県民税所得割額と市町村民税所得割額の合計額になります。）

※２．	都道府県民税所得割、市町村民税所得割とは、住民税のひとつで所得に応じて課税されるものです。親権者
全員の課税証明書の所得割の合計額が対象となります。

※３．	支給額は学校の授業料額が上限となります。また、就学支援金は生徒本人に直接支給されるものではなく、
学校が代理受領し授業料に充当します。

※４．所得確認の方法として、マイナンバーを利用することについては、詳細がわかり次第ご案内いたします。
○詳しくは文部科学省のホームページをご参照ください。→　文部科学省「高校生等への修学支援」
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（２）	県の事業・授業料等軽減事業とは
　私立高校である本校は、授業料に「私立高等学校等就学支援金」等を充てても、なお納めなくてはならない
授業料が残る場合に、この残りの授業料や入学金を軽減する事業を行っています。（就学支援金制度の要件
に該当しない場合であっても、所得状況によっては授業料の軽減を行う場合があります。）
　長野県では、このように授業料および入学金を軽減する事業を行った私立高校に対し、軽減相当額の補助
金の給付をその私立高校（学校法人）に対し行っています。そのため、県が直接、家庭へ補助金を支給するも
のではありません。支給については、学校がこれを代行しています。
　授業料等の軽減を受けるための具体的な手続き等については、入学後、該当する家庭に直接連絡します。
　補助対象となる生徒1人あたりの補助額は下表のとおりです。

【平成 30 年度実績】
都道府県民税所得割および
市町村民税所得割額の合計 授業料補助額（年額） 入学金補助額

Ａ 非課税（0円）
授業料年額から就学支援金等

（29万7,000円を限度）を控除した額
1万5,000円

2万4,500円（1年次のみ）
Ｂ 8万5,500円未満

29万7,000円から就学支援金等
（23万7,600円を限度）を控除した額

5万9,400円

Ｃ 25万7,500円未満 一部、対象者となる場合があります。

Ｄ 50万7,000円未満
補助の対象となりません。 補助の対象となりません。

Ｅ 50万7,000円以上
※本校の授業料は年額 312,000 円です。

（３）	県の事業・奨学給付金とは
　長野県では、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費の負担を軽減す
るため、平成26年４月以降に私立高等学校等に入学した高校生等のうち、一定の所得以下の世帯に対して
奨学給付金の支給を行います。要件に該当し、受給を希望される方は、期限までに申請書等を提出してくだ
さい。この奨学給付金は、返済不要です。
【平成 30 年度実績】

区　　　　　　　　　分 支給額（年額）

①生活保護受給世帯 5万2,600円

②市町村民税所得割額		
　が非課税である世帯
（①の生活保護受給世帯
を除く）

第１子の高校生等 8万9,000円

ア．	当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で２人目以降の通信制
以外の高等学校等に通う高校生等

イ．	当該世帯に扶養されている高校生等以外に、15歳（中学生
を除く）以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世
帯の高校生等

13万8,000円
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１．奨学生制度について 	
　本校独自の奨学生制度には、「特別奨学生」、「運動・文化等奨学生」、「学力優秀者奨学生」の３つの制度が
あります。ただし、推薦入試の出願時に中学校の先生を通しての申請となります。
　奨学生制度への申請方法は、以下の通りになります。

２．入学金減免制度について 	
　入学予定者（入学確定手続（二次）まで完了している者）に対して
　　①本校に在学する生徒の弟・妹
　　②双子の兄弟姉妹
　　③同窓生の子・弟・妹
　に該当する場合は入学金が一部減免となる制度があります。
　※	一旦、入学金の全額をお支払いいただき、入学後に一定額を学費口座にお戻しします。

6 上田西高等学校  奨学生制度および入学金減免制度について

特別奨学生 運動・文化等奨学生 学力優秀者奨学生

対象者
（条件など）

中学校での学業成績が
優秀で、入学後も学問・
文化的活動を究めよう
とする者。

中学校での運動・文化
等の活動で優秀な成績
を収め、入学後も文武
両道を追求する者

入学後の学力優秀者

貸与または支給額
一定額※2

（年額18万円・24万円）
を貸与または支給。

一定額※2

（年額12万円・18万円・24万円）
を貸与または支給。

各学年
年額６万円・９万円・12万円
をそれぞれ１名に支給。

期　間 ３年間
（１年毎資格審査）

３年間
（１年毎資格審査） １年間

申請期日 推薦入試の出願時に申請 推薦および一般入試の
出願時に申請 申請不要

提出書類※１

（本校所定の様式）

①	奨学生申請書
（保護者・本人作成）
②	奨学生推薦書
（出身中学校作成）

①	奨学生申請書
（保護者・本人作成）
②	奨学生推薦書
（出身中学校作成）

－

認定方法 面接および書類選考 書類選考 実力テスト等の総合成績

面接日 推薦入試日に実施 － －

認定時期
合格発表日に認定可否
を発表（不採用の場合
は、入学辞退も可能）

入学後に認定 毎年２月

※１　奨学生申請書、奨学生推薦書は本校所定の様式です。中学校の先生を通して請求してください。
※２　就学支援金で相殺された授業料の残り全額または一部を貸与または支給します。
　　　ただし、（　）内の額を上限とします。
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7 公的機関等の奨学金制度の一覧
　地方自治体（県・市町村）の奨学金制度や日本学生支援機構奨学金、あしなが育英会奨学金、日本教育公務
員共済会奨学金など各種団体による、さまざまな奨学金制度があります。

募集団体名 制度名称 種別 対象学年 支給額・貸与額 備考（出願期日等）

長野県教育委員会
高校奨学生 貸与 全学年 月額　30,000円 毎月20日（12月まで）

遠距離通学補助金 貸与 全学年 月額	上限26,000円
（月額8,000円以上が対象）

同上。寮・下宿等の
費用も加算。

上田市教育委員会

上田市高校生を対象
とした給付型奨学金 給付 全学年 年額　60,000円 ７月（個人申請）

10月と２月に分けて支給
上田市高等学校
通学費補助金交付制度 給付 全学年 月額3,000円～ 5,000円

市内距離片道13㎞以上
前期：９月　後期：３月
（市内区間定期代の20％）

長野市福祉事務所 長野市ひとり親
高校生通学費義援金 給付 全学年 長野市内のひとり親家庭

通学費の1/2を給付 ５月20日まで

小諸市教育委員会 小諸市
大津秀子奨学生 貸与 全学年 月額　15,000円 ３月

募集団体名 制度名称 種別 対象学年 支給額・貸与額 出願・締切期日、選考基準等

日本学生支援機構 大学等予約奨学生

貸与
（無利子） ３学年

○	第１種：月額
　	（国公立・私立・専修
により異なる）
　自宅　　45,000円から
　自宅外　51,000円から

大学予約のみ、
　　　年２回募集あり
第１回募集
　第１種と２種
　５月中旬募集
　　　６月中旬締切
第２回募集
　第１種と２種
　（今年度は第１種も可）
　10月下旬募集
　　　11月中旬締切

貸与
（有利子） ３学年

○第２種：月額３万円、
　	５万円、８万円、
　10万円、12万円
　から選択

給付 ３学年

国公立
　自宅　　20,000円
　自宅外　30,000円
私立
　自宅　　30,000円
　自宅外　4,0000円　

所得制限、高校からの
推薦人数に制限あり
貸与型の第１回募集と
同時に募集

あしなが育英会
高校奨学生 貸与 全学年 月額　30,000円 ５月・９月・12月

大学予約奨学生 貸与 ３学年 一般月額　40,000円
特別月額　50,000円 ５月

交通遺児育英会

高校奨学生 貸与 全学年 月額２万円、３万円、
４万円から選択 毎月20日（１月まで）

大学・短大
予約奨学生 貸与 ３学年

月額４万円、５万円、
６万円から選択
入学一時金は、40万円、
60万円、80万円から選択

第１次　４月～８月
第２次　９月～１月

公益信託アフラック
がん遺児奨学基金 高校奨学生 給付 全学年 月額　25,000円 ２月

日本教育公務員
弘済会 高校奨学生 給付 全学年 10万円 ６月

１．地方自治体

２．各種団体

【平成 30 年度実績】

【平成 30 年度実績】
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₈ 入学願書・記入上の注意
１．	黒色ペンまたはボールペン（黒）を使用し、楷書で記入してください。
　　（摩擦熱によりインクが消えるペンは使用しないでください。）
２．	現住所は、通知等の宛先になります。番地、アパート・マンション名、部屋番号まで詳細に記入して
　　ください。
３．	専願・併願、併願校の記入は、調査のためのものであり、合否に関係することはありません。
　　（併願校の記入は任意ですが、できるだけ協力をお願いします。）
４．特に、本校が第１希望で併願校がある場合は志願区分を専願とし、併願校を記入してください。
５．特進コースを志願した場合は、進学コースが第2希望として扱われます。
６．	一般入試受験者で進学コースを志願していて、特進コースの合格基準を満たした場合、条件付ではあり
ますが、特進コースの合格者扱いとなることがあります。ご了承ください。

７．記載内容を訂正する場合は、二重線を引き、記載者の訂正印を押印のうえ、余白に書き直してください。

問い合わせ先：
上田西高等学校　入試事務局 〒386-8624　長野県上田市下塩尻 868

TEL.0268-22-0412　FAX.0268-26-2883
h t tp : //www.uedan i sh i . ed . j p

上田西高等学校　校長　本美 伊佐夫　殿
私は、貴校に入学いたしたく保護者連名で出願します。

志

　
願

　
者

姓 名 性別
生年月日 平成　　　年　　　月　　　日（　　　歳）ふりがな 男

・
女

氏

　
名 電　話

現
住
所

〒□□□－□□□□　※アパート・マンション名もご記入ください。

学

　
歴

年　　月　　日 中学校入学

年　　月　　日
県外の場合県名

中学校　　　　　　卒業　　
卒業見込

年　　月　　日

年　　月　　日

保 

護 

者
（
家
庭
内
代
表
者
）

姓 名 本人との続柄

「入学審査料振込証明書」を貼付

（学校提出用）

四隅にノリ付けしてここに貼ってください。

（貼っていないものは受付できません）

※注意

納入された入学審査料は、理由の如何を

問わず、お返ししませんのでご承知おき

ください。

ふりがな

氏

　
名

現

　
住

　
所

〒□□□－□□□□

電  

話

日中ご連絡のつく番号をご記入ください（連絡先名称：　　　　　　　　）

〈注意事項〉
＊黒色ペンまたはボールペン（黒色）で、楷書で記入してください。
＊現住所は通知等の宛先になりますので、詳しくお書きください。
＊専願・併願、併願校の記入は、調査目的で、合否に関係ありません。
　（併願校の記入は任意のものとしますが、できるだけご協力ください。）
＊ 本校が第1希望で併願校がある場合は志願区分を専願とし、
　併願校を記入してください。
＊特進コースを志願した場合は、進学コースが第2志望として扱われます。

志願者氏名

保護者氏名　　　　　　　　　　　　 　 印

平成 31 年　　　月　　　日

2019 年度
学校法人　上田学園　上田西高等学校 入 学 願 書 受　験

番　号

中学校
コード

＊必要事項は○で囲み太枠の中だけご記入ください。

Ⓐ

（特進コース）

※アパート・マンション名も
　ご記入ください。

□欄に 印を記入してください。

入試区分 □　推　薦　　・　　□　一　般

志願区分
一般受験者
のみ記入

□　専　願　　・　　□　併　願※

※併願高校名：

（性別は男女いずれかに○印をしてください。）

Ⓓの振込用紙で
振り込んだ後、
証明書を貼って
ください。

本人の現住所と同一
の場合でも、ご住所
のご記入をお願い致
します。（同上不可）


