
  

令和５年２月 

合格者の皆様へ 

 

 

 

 

令和 5年度 入学手続きについてのご案内 
 

 

合格おめでとうございます。入学手続きと今後の予定は次のとおりです。 

 

１．入学手続きについての諸注意 

入学料等の支払い及びお子様の情報登録につきましてはＷＥＢ上で各手続き期日までに行ってください。 

「入学料等の支払いサイト」「入学手続きサイト」にアクセスし、画面の指示に従い必要事項をご登録 

ください。 

納入期日・情報登録入力期日 
 

専願合格者の方 令和５年２月２４日 （金） １６：００まで（1.5次入試 A日程の合格者含） 
※学校感染症対応追試験の合格者の方 ・ 1.5次入試 B日程の合格者の方は令和 5年 3月 21（祝）16:00まで 

 

   併願合格者の方 令和５年３月２１日(火･祝)１６：００まで 

ログインＩＤ ： 受験番号（4桁） 
 

パスワード ： 出願時に登録したパスワード 
（※紙出願の方は、本校から送付したパスワード） 

 

  ※生徒情報入力（登録）には３０分～６０分程度時間を要します。上記手続期日内に必ず入力手続を完了してください。 

また、同じ画面で６０分以上経過すると、入力途中でも処理が中断されます。こまめに『一時保存』してください。 
 

※入学手続（入学金の納入）を期日までに完了しない場合は、入学を辞退されたものとして取り扱いますのでご注意  

ください。 

（１）入学手続日・制服等採寸日時 （保護者同伴でご来校ください）     

 

 ※上記の時間内で、手続と採寸を完了してください。 

   専願合格者で、男女の設定時間にご都合がつかない場合は、本校にご連絡ください。 
 

※手続き日の来校用スクールバスにつきましては、「喜志線」のみの運行となります。お車で 

来校していただいても結構です。 
 

 ※3/22（水）14:00より入学予定者（専願・併願）は、体育館にご集合いただきます。    

併願合格者は手続き完了後 再度 14:00に体育館にご集合いただくことになります。         

（※食堂の営業はしていませんがご持参された昼食を食堂で召し上がることは可能です。） 
 

※併願合格者で公立高校を受験されずに本校への入学を希望される方は、2月 24日（金）までに

納付金を納入の上、専願者手続日 2月 25日（土）にご来校ください。その際は、本校に事前に

ご連絡をお願いいたします。 

 

喜志駅発
スクールバス

専願合格者 令和5年2月25日(土) 女子　09：30～11：00 10:00

（1.5次入試Ａ日程の合格者含） 場所：普通教室棟 男子　12：00～13：30 12:30

令和5年3月22日(水)
場所：体育館

併願合格者 男女　12：00～13：00 12:00

学校感染症対応追試験の合格者の方・
1.5次入試B日程の合格者の方は
令和5年3月22(水)12：00～13：00の
間に体育館で手続をお願いします。

入学手続日 手続時間 備考
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（２）入学後の授業料等の納入方法について 

   入学後の授業料等の納入については「口座振替」での納入をお願いしております。 
    入学手続日に口座の登録をキャッシュカードの読取により行わせていただきますので必ずご持参くださ

い。登録時に暗証番号が必要となります。  
   ※キャッシュカードをお持ちでない方は、当日受付にてご相談ください。 
 

（３）入学手続日に必要な書類及び持参するもの 

● 受 験 票  ● 上 履 き（スリッパ等）  

● 口座登録用キャッシュカード  ● 制服等注文サイトで 会員登録されたスマートフォン  

 

（４）制服採寸及び制定品販売について 

  「制服・体操服申込サイト」で会員登録後、各入学手続日に制服等の採寸・注文をしていただきます。 

注）男子・女子の「制服・体操服・制定品等についての案内」を確認していただき、お申し込みください。 

     

２．教科書・副読本・iPad等について 

入学するコースによって、使用する教科書・副読本が異なります。新高 1教科書定価表は昨年度実績で

す。新年度の一覧表は、改めて入学手続日にお渡しいたします。教科書・副読本は、予習していただく

為、入学式までに代金引換にて自宅へお届けいたします。また、3年間使用する教材の一環として購入し

ていただく iPad・タブレットカバーは、5月初旬に学校で配布いたします。 

「iPad」「タブレットカバー（キーボード・タッチペン付き）」「通信費用（初期設定費用を含む）」等

については、それぞれ学年諸経費から納入いただきます。 
 

【参考：昨年度実績】 
◯iPad(税込 58,320円)➡各年度に分割（年間税込 19,440円） ◯通信費用(年間税込 14,520円)➡各年度 

◯タブレットカバー（キーボード付き・税込 11,000円）・初期設定費用（約 1,600円）➡高１時 

◯教科書・副読本につきましては昨年度実績の価格表を最終頁に記載しております。 
 

３．生徒情報の登録について 

下記をよく読み「入学手続きサイト」で生徒情報の登録をお願いします。 こまめに『一時保存』してください 
 

（１）生徒証の発行について 

「入学手続きサイト」で登録していただいた情報が生徒証に反映されます。住所、通学区間の変更、 

スクールバスの路線変更等、入学後何か変更がある場合は、個人データ変更届をご提出ください。 

また、生徒証（通学証明書）は各鉄道会社の通学定期の購入の際に必要になります。 
 

① 通学定期券購入のための乗降車駅の確認 

   通学定期券の割引は各鉄道会社・バス会社が生徒のために設けている特別優遇措置です。 

 自宅から本校までを、便利で、安く、早く通学することを考えてください。 

 各鉄道会社（路線）・バス会社ごとにＪＲ、近鉄等の会社名・路線名と駅名・停留所等を入力してください。 

※通学定期は各鉄道会社・バス会社により、他社との連絡定期券を購入できる場合がありますので、 

詳しくは最寄りの定期券売り場にてお問い合わせください。 

 

  通学定期券を購入するのに必要な仮生徒証（通学証明書）は令和 5年 3月 22日（水）の入学予定者  

集合日に配布いたします。定期券は令和 5年 4月 1日以降利用開始分より購入できます。 
 

 

   【徒歩または自転車で通学する場合】 

     自転車通学に関しては自宅から公共交通機関を利用せず、直接登校する場合のみ許可されております。 

     ※通学定期交通機関の欄は何も入力しないでください。 

           自宅から本校までの自転車通学は許可制になっています。 

3/22（水）の入学予定者集合日に希望者への説明会を行います。 

 

-2- 



スクールバス利用確認について 

スクールバス利用等について、教育補助活動費を設定しております。 

徒歩または自転車通学の場合は施設維持料のみです。該当する路線名を選択してください。 

（※途中で変更がある場合は、必ず事務室までお申し出ください。） 

※ 令和５年度スクールバス登下校時運行時刻表につきましては後日連絡します。 

 

【教育補助活動費】 

教育補助活動費は前期・後期に分けて徴収しております。 

前期：第２期学費徴収時（8 月に口座振替） 後期：第３期学費徴収時（12月に口座振替） 
 

路  線  名 月  額 半  期 

喜志線 ：喜志～本校  6,700円＋1,100円（施設維持料） 46,800円 

上ノ太子線 ：上ノ太子～本校  6,700円＋1,100円（施設維持料） 46,800円 

国分線 ：高井田・河内国分～本校  9,600円＋1,100円（施設維持料） 64,200円 

金剛線 ：金剛～本校 11,600円＋1,100円（施設維持料） 76,200円 

その他 
：自転車通学 

 （雨天時等のみ喜志・上ノ太子線利用） 
 1,500円＋1,100円（施設維持料） 15,600円 

その他 
：自転車通学(スクールバス利用なし） 

 徒歩通学・その他 
 1,100円（施設維持料） 6,600円 

 

 

（２）芸術科（音楽・美術・書道）の選択科目について  

本校では芸術科の履修を音楽・美術・書道の 3 科目として、このうちいずれか 1 つを必ず履修することに

なっています。下記の選択に際しての注意等をよく読んで、選択してください。 

大学進学等、進路に関してどうしても選ばなければならない科目がある場合は選択理由の欄がありますの

でそちらにご入力ください。 

 ＜選択に際しての注意＞ 

 １、自分が得意と思うものから、第 1志望順に選択のこと。 

 ２、自分の資質にあったものを選ぶこと｡ 

     ※｢不得意だから、この際勉強したい」という選択の方法を取らないこと。 

３、片寄った人数配分になると調整することがありますので、第 2志望・第 3志望にまわる可能性もある 

  ことをご承知おきください。  

４、各教科により必要とする用具用材があります。費用（個人負担）につきましては下記を参考にしてく

ださい。 

  

 ＜授業に必要な用具・用材について＞ 

 音楽 ・アルトリコーダー〔アルトリコーダー未所持者のみ約 2,500円必要〕 

 美術 ・絵の具セット、アクセサリー材料など年間で約 8,000円必要〔全員〕 

 書道 ・書道具（筆[大・小]・硯・墨・紙など）一式 

〔用具を新たに購入する者は約 4,000円必要〕 

 ・色紙、画仙紙、展覧会出品費用として年間で約 1,800円必要〔全員〕 

※各教科の用具は、選択科目決定後、校内にて販売がございます。 
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４.保健調査・総合検診（内科検診・運動器検診）・歯科検診・色覚検査 及び 

      独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入について ～保健室より～  

 

「入学手続きサイト」内において、下記の各保健情報の入力をお願いいたします。入学後、定期健康診断や保健管

理に活用させていただきます。 

また、本校に在学する生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契

約を結んでいます。学校の管理下において生徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者の皆様に

対して行う制度で、加入に際しては、あらかじめ保護者の皆様の同意のもとに、生徒の名簿を提出することになっていま

す。本校では全員加入していただくようにお願いしています。「入学手続きサイト」にて同意確認をお願いします。 

また、災害共済給付の請求手続きは、インターネットを利用した請求システムに必要な事項を入力することに

より行われますが、個人情報の取扱いには十分留意いたしますので、ご了承ください。 

給付の内容等は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法又はこれに基づく政令、省令、通達等に定められ

ています。 

記 

●保健調査 

●総合検診（内科検診・運動器検診） 

●歯科検診 

●色覚検査 

●独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入について （同意確認） 

共済掛金（年額） 

保護者負担額（令和 5年度予定額）  1,780円 

※共済掛金は第２期学費徴収分に含まれます。 
 

※災害共済給付契約について、初回の同意後在学中は自動更新となります。 

※給付金は独立行政法人日本スポーツ振興センターで書類審査後、給付額が決定されて設置者を通して学費口座

へ振り込みをさせていただきます。 

※災害共済給付業務に関する詳細は、日本スポーツ振興センター(学校安全 Web)ホームページをご確認ください。 

 

学校安全 Web ホームページ：  

https://www.jpnsport.go.jp/anzen/ 
 

学校安全 WEBホームページ  

QRコード 

 
５．大阪府育英会奨学金予約奨学生の方へ 
 

中学校在学時に、大阪府育英会予約奨学生に採用され進学届等をお持ちの方は、入学式当日に必要書類を  

添えて事務室に提出してください。 

 

 ６．国の就学支援金について 
 

窓口である大阪府からの指示に基づき、後日担任を通じて、又、さくら連絡網（P.5「さくら連絡網」とは参照）

にてご連絡いたします。予定といたしましては 4月中旬頃に全てのご家庭より申請書等をご提出いただきま

す。 

 
７．各府県の在住補助金について 
 

 各府県より学校に書類が届き次第、担任を通じて、又、さくら連絡網にてご連絡いたします。 

尚、前述の６.国の就学支援金とは別に申請していただく必要がありますのでご注意ください。 
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８．各種奨学金について 
 

 奨学金については、校内掲示（事務室前）、さくら連絡網にて案内します。 

 個別には案内しておりませんので、ご了承ください。 

  

  

  

  

 

  

 

９．今後の予定について  
 

（１）入学予定者集合日  令和 5年 3月 22日（水）14時（時間厳守）    

    集  合  場  所  上宮太子高等学校 体育館 
   

（２）入 学 式     令和 5年 4月 7日（金）予定 （保護者同伴でご来校ください。） 
     ※入学式の日時は、現段階での予定でございます。スケジュールに関しては入学予定者集合日（3/22）に 

詳しい説明を行います。 

  

１０．個人情報の取扱いについて 
 

   標記について、平成 17 年 4 月 1 日より全面施行されております「個人情報保護法（個人情報の保護に関する 

法律）」を受け、上宮太子高等学校及び上宮学園中学校・高等学校の設置法人である上宮学園（以下、本学）に 

おける取扱いを下記の通りお知らせします。 

 本学は、教育機関として多くの個人情報を取り扱っており、保護法の施行以前よりその重要性に鑑み保護・  

管理を図ってきました。同時に、生徒の修学支援や生活支援、保護者活動の円滑化、安全上の必要のために個人 

情報を活用しています。 

 出願時・入学時および在籍中に収集した生徒ならびに保護者・保証人等の個人情報については、原則として  

教育上の配慮に基づき生徒本人や保護者への成績・履修状況、手続き通知等、下記を主とする目的で使用します。 

 なお、業務委託などで外部へ情報を提供する際には情報管理条項を設けた契約の下で適切な管理・監督を行な

い、今後も管理・確認を含めて厳格に対応します。 
 

記 
 

(１)本学における個人情報の内容とその利用目的について 
 

   本学では、個人情報を収集する際にあらかじめその利用目的を明確にします。個人情報の種類によりその利用

目的は異なりますが、生徒および保護者に係る個人情報の内容・目的は以下の通りです。 

＜主な個人情報＞ 

   生徒名、学籍番号、学年・クラス・クラブ等の所属、性別、生年月日・住所、電話番号、履修・成績等の情報、   

健康状態の情報、保護者名・住所・電話番号、学費自動振替口座等の個人を特定できる諸情報。 

＜主な利用目的＞ 

   本人確認、成績・履修に関わる事項や学費納入等の学則に定めた手続き、その他の諸連絡および修学・生活支 

援、進学等に伴う関係諸機関への届け出、安全対策を目的とした各種連絡網等。 

 

(２)関係団体等への個人情報提供について 
 

本学に関連する外部団体のうち、在校生の保護者が会員となる保護者団体「上宮太子高等学校保護者会」「上

宮学園中学校・上宮高等学校保護者会」および高等学校卒業生が会員となる「上宮学園同窓会」「上宮太子高等

学校同窓会」および教育活動の補助育成ならびに行事の助成を行う「上宮太子高等学校教育振興協力会」「上宮

学園中学校・上宮高等学校教育振興協力会」に、生徒名・ 住所・電話番号・卒業年度・進学先等の情報提供をし

ます。なお、情報提供に際しては適切な情報管理のための助言・指導を行ないます。 
 

(３)問い合せ先  上宮学園 個人情報担当 06-6771-5701                 

「さくら連絡網」とは 

ご登録いただいたラインのアカウント、またはメールアドレスへ学校からご家庭への大切なご連絡

（国の就学支援金や府県の補助金、お子様へお渡したプリントのお知らせ）などの情報をお届けする

サービスです。 

（入学後、ご案内しますので必ずご登録ください。） 
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