
令和４年度 

入学試験要項 



[受験日・受験場所]  

受験日   令和 4 年 2月 10 日（木） 集合点呼…9：00 解散予定…15：30 

                          ※総合進学コース（専願）は 13:00 の解散予定です。 

                           ※試験当日の詳細は p.5 に記載しています。 

受験場所 上宮太子高等学校   大阪府南河内郡太子町太子1053  

[受験料・出願期間] 

受験料 20,470 円 【納入期間：令和 4年 1月 14 日（金）～1月 27 日（木）】 

  （ 内 訳 ） 

 受験料      20,000 円 

    合否通知郵送料  470 円 

出願方法    WEB 出願および紙出願 

出願期間    郵送による提出 令和 4年 1月 20日（木）～2月 11 日（火）必着 

      持参による提出 令和 4年 1月 20 日（木）～1 月 27日（木）  

               ※窓口受付 月～金 9:00～16:00 

 [募集人員] 

高等学校第 1学年   約 175名（全日制・普通科）男女 

[出願資格] 

  令和 4 年 3 月までに中学校（学校教育法第 1 条）を卒業または卒業見込みの者で、平成 17 年 4 月 2 日

以降に生まれた者。 

[受験科目] 

  国語・社会・数学・理科・英語 各 100点（合計 500点） 

     ※総合進学コース専願の受験生は国語・数学・英語 各 100点＋理科・社会 各 50 点【評定点数化】   

      （合計 400 点）です。 

[高得点科目重視型制度] 

   全コース【専願】受験者に、当日の受験科目のうち最も高得点の科目の配点を高くする入試方式です。 

   特進Ⅰ類・特進Ⅱ類・・・受験科目（５教科）のうち最も高得点の科目を２倍にし、 

                  ５教科合計６００点満点を５００点満点に換算して合否判定を行います。 

   総合進学       ・・・受験科目（３教科）のうち最も高得点の科目を２倍にし、理科・社会の評定点数化 

                  （各５０点）を加えた５教科合計４００点満点を５００点満点に換算して合否判定を  

      行います。 

入試要項

特進Ⅰ類（国公立大学）コース  約  35名

特進Ⅱ類（難関私立大学）コース  約  35名

総合進学（有名私立大学）コース  約105名
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    [廻し合格制度] 

特進Ⅰ類コースで受験し合格基準点を満たさなかった場合、特進Ⅱ類コースまたは総合進学コースに廻し合格

となる場合があります。また特進Ⅱ類コースで受験し合格基準点を満たさなかった場合、総合進学コースに廻し

合格となる場合があります。 

[実用英語技能検定（英検）の活用による「英語・みなし点」制度について] 

入学試験の科目「英語」において、実用英語技能検定(英検)が認証した英語力判定の 3 級以上の合格級を一

定の得点率（下記[換算表]参照）に基づき換算します。換算した得点と、当日の入学試験の英語の得点と比較

し、高い方の得点をもとに最終的な入学試験の得点とします。 

希望される志願者は、入学志願書の裏面に合格証明書あるいは合格を確認できるカード（いずれもコピー可）を

貼り付けてください。 

◇換算表◇

[特待奨学金制度] 

英検証明書・振込受付書の貼り方

 英検合格証明書又は、 

合格を確認できるカードの写し 

右

英検定合格証明書又は、 

合格を確認できるカードの写し 

右 

銀行の振込受付書（本書）又は 

銀行のATMご利用明細書（本書） 

入学志願書裏面 

右に寄せる 右に寄せる 

右側のみ、はがれないように糊で貼り付けてください。 

特に紙出願の方は受験票裏面に糊付けしないよう  

ご注意ください。 

英検（二次試験合格） ２級以上 準２級 ３級

得点率 100% 80% 60%

特進Ⅰ類（国公立大学）コース志願者において、入学試験での成績が優秀な入学者に特待奨学金制度

がございます。詳しくは本校入試対策部までお問い合わせください。 
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[出願手続] 

ＷＥＢ出願・紙出願のいずれも、出願期間内に「入学志願書（※受験票）」及び「個人報告書」等を下記

[本校への提出方法]を参照の上、提出してください。 

◇紙出願の場合のみ、出願時に受験票が必要です。入学志願書から切り離さないでください。 

[本校への提出方法]  

   以下 A～Cのいずれかの方法で提出してください。 

A 「入学志願書」と「個人報告書」(厳封)を一緒に中学校より郵送または持参する。 

B 「入学志願書」は志願者が、「個人報告書」(厳封)は中学校が、それぞれ別々で郵送または持参する。 

C 志願者が中学校から「個人報告書」(厳封)を受け取り、「入学志願書」と「個人報告書」を一緒に郵送、  

または持参する。 

[ＷＥＢ出願の場合] 

  最終ページ「WEB 出願について」を参照の上、手続き完了後以下の書類をご提出ください。 

提出書類（下記２点） 

 1.入学志願書 

 受験料納入後、出願サイトより印刷し、出身（在学）中学校にて中学校長印を押印してあるもの。 

 ◇受験票は入学志願書とともに出身（在学）中学校にて確認後、入学志願書から切り離して入試当日 

   に持参してください。

 2.個人報告書 

 本校ホームページよりダウンロードできます。私学の統一様式で出身（在学）中学校長が作成し、厳封 

してあるもの。  

   ※ご家庭にインターネット環境がない方に関しましては、本校のパソコンを利用してＷＥＢ出願することも  

    可能です。詳しくは本校事務室までお問い合わせください。 

[紙出願の場合] 

提出書類（下記４点） 

 1.入学志願書 

 本校ホームページよりダウンロード、必要事項を記入の上で出身（在学）中学校にて中学校長印を押印し  

 てあるもの。◇受験票は切り離さないでください。

 2.個人報告書 

 本校ホームページよりダウンロードできます。私学の統一様式で出身（在学）中学校長が作成し、厳封して   

 あるもの。 

 3.受験票送付用封筒（角２封筒に志願者名、住所記入、120 円切手貼付済のもの） 

 4.振込受付書（領収書）…受験料 20,470 円を納入期間内に振込んだ振込受付書（本書） 

 を入学志願書裏面に貼り付けてください。⇒貼り付け方法に関しては p.2 に記載しています。 

出願について

◇入学志願書と個人報告書が本校に届いた時点で出願完了となります。
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◆紙出願における入学志願書記入上の諸注意◆ 

 ①※印欄以外はすべて記入してください。 

 ②在学（出身）中学校の欄（学校名、学校長名、電話番号）は、志願者の在学（出身）中学校において記入 

   押印をお願いします。 

 ③受験料は銀行窓口か、ATM（現金自動預入機）にてお振込願います。銀行窓口にてお振込みの際は、   

    銀行備え付けの振込用紙にて振込納入してください。お振込完了後 「振込受付書（領収書）」または 

    「ご利用明細書」の本書を入学志願書の裏面にはがれないように貼り付けてください。 

[受験料振込先]   

[出願者用スクールバス運行について] 

［試験当日の予定表］ 各教科 50 分

※総合進学コース専願の受験生は３教科（国語・英語・数学）の試験終了後１３：００解散予定です。 

  ◇当日の予定は諸事情により変更の可能性があります。当日の指示に従ってください。 

  ◇面接、身体測定は実施しておりません。身体面（心身）において、入学試験時及び入学後に特に配慮が必要   

     な受験生については予め中学校を通して必ずご相談ください。 

試験当日・合否発表等について

    ◇振込者名は受験者の名前でお願いします。受験料は ATM（現金自動預入機）でもお振込可能です。 

三菱UFJ銀行 寺田町支店　　普通預金　　Ｎｏ.　３６３０２６１

◇紙出願のみの振込先です 学校法人　　上宮学園
振込先

※スクールバス乗降案内図は p.6 に記載しています。 

※出願者用スクールバスは『喜志線』・『上ノ太子線』のみの運行となります。 

※必ずマスクの着用をお願いします。また、体調が優れない場合（37.5 度以上）は中学校を通じて   

  本校に連絡のうえ、来校は控えてください。 

９：３０ １０：４０ １１：５０ １２：４０ １３：２０ １４：３０ １５：２０
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

１０：２０ １１：３０ １２：４０ １３：２０ １４：１０ １５：２０ １５：３０

解散

２月１０日（木） ９：００
１５：３０
予定

入学試験 集合・点呼 国語 英語 数学 昼食 理科 社会 確認作業

他の振込者名になりますと、入金確認が不可能となることもありますのでお控えください。            

振込手数料はご依頼人にてご負担ください。

◇紙出願の受験票については、入学試験日の 3日前までに自宅に送付予定です。

『喜志線』 近鉄長野線「喜志」駅前 10：35発 14：40発

『上ノ太子線』 近鉄南大阪線「上ノ太子」駅前 10：45発 14：15発

1月20日（木）～27日（木）
毎日運行（土日除く）
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  [試験当日スクールバス運行時刻] 

◇スクールバスを利用する方は、当日降雪等で交通機関に混乱が生じた場合でも、下記発車時刻に集合し、 

本校担当者の指示に従ってください。※スクールバス乗降案内図は p.6 に記載しています。 

 [合否発表] 

ＷＥＢ合否発表 令和 4年 2月 12 日（土）21:00～2 月 13 日（日）23:00 

郵送合否発表  令和 4年 2月 12 日（土）付郵送 

[入学手続日・諸経費] 

※入学手続きの際に、本校所定の制服・教科書等を購入していただきます。詳しくは郵送される合格通知に同

封の冊子でご確認ください。 

◆試験当日の持ち物◆ 

① 受験票 

② 筆記用具（鉛筆、消しゴム、直定規） ※シャープペンシル可。 

※下敷き、計算機能・訳機能等を持つ器具類・ひざ掛けの使用は認めません。 

③ 昼食弁当（総合進学コース専願の受験生を除く）、水筒  

※食堂の利用はできません。 
④ 上履き 

（注） 学校内でのスマートフォン・携帯電話の使用は禁止します。 

※WEBによる合否発表の確認方法については、試験当日にご案内します。

『喜志線』 近鉄長野線「喜志」駅前 8：30発 「喜志」駅前よりスクールバスで約9分

『上ノ太子線』 近鉄南大阪線「上ノ太子」駅前 8：30発 「上ノ太子」駅前よりスクールバスで約9分

ＪＲ大和路線「高井田」駅前 8：00発 「高井田」駅前よりスクールバスで約30分

近鉄大阪線「河内国分」駅前 8：15発 「河内国分」駅前よりスクールバスで約25分

『金剛線』 南海高野線「金剛」駅前 8：00発 「金剛」駅前よりスクールバスで約40分

『国分線』

授業料 教育拡充費
年額636,000円 年額60,000円
3期分納 3期分納

専願合格者
2月26日（土）
10：00～14：00
併願合格者
3月19日（土）
正午～13：00

入学料
220,000円

20,000円
（第１期分）

220,000円 452,000円
212,000円
（第１期分）

計

220,000円 452,000円
212,000円
（第1期分）

20,000円
（第1期分）
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[学校感染症対応について] 

<受験について> 

◇学校感染症に感染している方は感染拡大防止のため受験を控えてください。 

◇受験生在籍の中学校が学校感染症による休校中である場合、および新型コロナウイルス感染症で濃厚接触者

に特定される等、医師や保健所から登校を控えるように指示を受けている場合は事前に本校に連絡してくださ

い。２月１０日（木）午前８時３０分までに在籍の中学校から本校入試事務室まで電話連絡をいただきますよう

お願いいたします。状況を確認のうえ、追試験の設定など配慮することといたします。 

※連絡がなく欠席した場合は、通常の欠席として取り扱います。 

※学校感染症に感染した場合の欠席については以下の追試験を実施いたします。 

   <追試験> 

 上記該当者には追試験を設定いたします。 

 日程につきましては、改めて中学校を通して受験生に通知いたします。 

<手続きについて> 

 受験生・保護者が２月１５日（火）午後４時までに診断書またはそれに準ずるものを、在籍の中学校を通して    

 本校入試事務室まで提出してください。 新たに受験料の徴収はいたしません。 

                               上宮太子高等学校 入試事務室 TEL0721-98-3611 

                               〒583-0995 大阪府南河内郡太子町太子 1053 
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●
●

●
●
●

●

●

●

 令和４年１月２０日（木） ２月  １日（火）
●持参   提出 月曜日 金曜日 ９ ００ １６ ００

 令和４年１月２０日（木） １月２７日（木）

本校では志願者・保護者、中学校の個人情報は法令及び本学園内部規則に基づき厳重に管理いたします。志願者の
進路選択に役立てるため、入学試験の合否については、志願者への通知以外に、出身（在学）中学校及び、教育関係
機関に通知する予定です。 また、ホームページ上の個人情報保護方針をご覧ください。 万一、諸事情によりご同意い
ただけない場合は本校入試対策部までお申し出ください。

本校ホームページ

システム・操作に関するお問合わせは、出願サイトの「お問い合わ先」のリンクからご確認ください。
miraicompass（ミライコンパス）サポートセンター（運用委託会社：三菱総研DCS株式会社）
Tel：0120-907-867 （24時間受付）　／　03-5877-5952 （24時間受付）

個人情報保護について

  出願期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトバナーを設
　置します。

　パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。

　メールアドレスをIDとして登録してください。

  受験料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関　
  ATM（ペイジー）をご利用ください。お支払いには別途手数料が必要です。

入学志願書・受験票印刷
中学校へ提出

入学志願書提出期間

　入学志願書・個人報告書を
本校へ提出（出願完了）

▼

WEB出願は、本校ホームページ上の「WEB出願」よりミライコンパスのサイトへ進み手続きを行ってください。

けます。詳しくは本校事務室までお問合せください。
インターネット接続環境およびプリンターをお持ちでない場合は、本校のパソコン・プリンターをご利用いただ

　出願書類一式を、本校宛て（レターパック等追跡可能なもの）で
　郵送いただくか、本校事務室窓口まで直接ご持参ください。

WEB出願の方法は、以下のURLをご参照ください。
https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/

WEB出願を行う環境について

　受験票をお持ちのうえ、ご来校ください。

　顔写真データをアップロードされた方は、志願書の写真貼付欄に印刷さ

　※校長印が押印されていない入学志願書は受付できません。

  れます。

　印刷した入学志願書に顔写真（5cm×4cm）を貼付してください。

入試当日

●郵送   提出 必着

▼

▼
受験料の支払い方法選択

クレジット
カード支払

コンビニ
支払

出願アクセス操作期間は令和３年１２月１日(水)～令和４年２月１日（火)１６：００までです。
※受験料支払期間：令和４年１月１４日(金)～令和４年１月２７日（木)

WEB出願について

平日・土日・祝日２４時間手続きが可能です。
ご自宅で出願手続きが可能です。
お支払方法は、各種クレジットカード・コンビニエンスストア・金融機関ATM（ペイジー）から選択してください。

ATM
(ページー)
支払

▼

出願方法

▼
出願サイト
▼

ID（メールアドレス）登録
　※入試説明会の申込などで登録済の方は不要です。


