
2023年度　上田予備学校 入学要項
１．入学までの流れ

１．入学申込書の提出

①必要事項を記入した入学申込書を受付にご提出
　※入学申込書の記入については「記入例」を参考にしてください
②必要書類を受け取ります
　※入学申込時に学納金は不要です

　※申込方法は下記の通りです
　　①窓口申込（上田予備学校入学申込窓口に入学申込書をご持参ください）
　　②郵送申込（上田予備学校宛てに入学申込書を郵送してください）
　　③Web申込（入学申込Webサイトより必要事項をご入力ください）
　　　＊Web申込ではメールアドレスの入力が必須となっております
　　　＊②・③につきましては入学申込を受領しましたら入学手続きに関する書類を送らせていただきます

２．学納金の納入

　入学申込の際に学納金の振込についてご案内しますのでオリエンテーション（入学手続き）までに納入を済ませてく
ださい
①郵送申込またはWeb申込の場合は郵送にて学納金の振込についてご案内します
②学納金は一括納入，または２回の分割納入のいずれかになります（受付時にどちらにするかお選びいただきます）
　（第１回納入分（一括の場合は第１回納入分と第２回納入分の合計金額）をオリエンテーションまでにご納入いただ
きます）

３．オリエンテーション（入学手続き）に参加

　オリエンテーション（入学手続き）で行うこと
①書類（入学申込時に配付された書類）の提出
②予備学校の１年間の流れを確認
③生徒心得の確認
④館内の利用について確認
⑤アンケート

４．実力テスト受験

　英語・数学・国語のテストを受験します（マーク型の試験です）
　（このテストの結果とオリエンテーション時に提出していただいた模試成績等を総合して受講コースを決定します）
　※�国公立大志望者（５教科型）は英・数・国，私立大志望者（３教科型）は文系：英・国・（数）（私立文系で数学選

択者は数学も受験します），理系：英・数を受験します
　〈試験教科について〉

英語（全員必須受験）
数学（ⅠＡⅡＢまで）
国語（国公立大志望（全）：「現古漢」必須／私立大志望（文系のみ）：「現古」・「現古漢」のいずれかを選択）
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５．コース確定

　Web上で確定コースを発表いたします
　※�Web上で確定コースの確認をお願いします
　　（実力テスト受験時に配付されるコース発表用のURLからご確認ください）
　　（インターネット環境がなくWebでの確認ができない場合は，実力テスト時に試験監督員に申し出てください）
　　＊コース確認は電話でのお問い合わせはできません　ご了承ください
　
　※決定コースに関するお問い合わせは「お問い合わせ受付日」の１０：００～１２：００の間に承ります
　　（お問い合わせ先：０２６８－２２－５５８８（実力テスト係））
　　＊時間外のお問い合わせはできません　また，「お問い合わせ受付日」は実力テスト時にお知らせいたします

６．入学ガイダンス

　確定したコースごとに入学ガイダンスを行います
①身分証明証（生徒証）発行
※この日から学割および在学証明書の申請ができます（発行は翌日以降）

②第１ターム教材および副教材の手続き
③その他

７．教材交付

　第１タームで使用する教材を交付します
　　※大きめのカバンをご用意ください

８．授業開始
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２．設置コース
○設置コースは，系統別・学力別に全10コースです。
○�入学申込時に各コースとも受講数５教科または３教科以下のどちらかを選択してください（国公立大志望者は「５教科」，私立大
志望者は「３教科以下」を選択してください（私立大志望者で「４教科」受講を希望する場合は＋￥20,000となります）。

系統 コース名 受講科目数 入学方式
受講数５教科 受講数３教科以下 申込順（実力テスト方式）

理系

最難関大理系コース（Ａα） ○ ○
医学部医学科コース（Ｍα） ○ ○
難関大理系コース（Ａ） ○ ○
実力強化理系コース（国公立大志望）（Ｄ） ○ ○
実力強化理系コース（私立大志望）（Ｆ） ○ ○

文系

最難関大文系コース（Ｂα） ○ ○
難関大文系コース（Ｂ） ○ ○
難関私大文系コース（Ｃ） ○ ○
実力強化文系コース（国公立大志望）（Ｅ） ○ ○
実力強化文系コース（私立大志望）（Ｇ） ○ ○

※入学申込時には希望コースを伺いますが，入学コースは，４月に行われる「実力テスト」で決定します。
　（実力テストの結果によってはご希望のコースにならない場合があります。）
＊�実力テストに加えオリエンテーション時に提出していただいた「共通テスト自己採点データ」「2022年度９月以降の
模試データ」も参照してコースを決定します。

＊�「共通テスト自己採点データ」および「2022年度９月以降の模試データ」をご提出いただいていない場合は「実力テ
スト」の結果のみでコースを決定します。

＊実力テストを予定の日程で受験できない場合はご相談ください。
※実力強化コースを選択された場合は，入学申込時にコースが確定します。（実力テストは受験していただきます）

３．入学にかかわる手続き
入学申込
　◆申込方法
　　①窓口受付
　　　入学申込書に必要事項を記入の上，上田予備学校受付窓口にご提出ください。
　　②郵送申込
　　　入学申込書に必要事項を記入の上，上田予備学校までお送りください。
　　③Web申込（HPからも申込サイトにアクセスできます）
　　　Web申込サイトにアクセスし，申込フォームに必要事項を入力して送信してください。
　　　※②・③でお申し込みの場合は，申込内容確認後，入学手続き書類を送付いたします。
　◆受付期間／受付場所／受付時間
　　〈窓口受付〉受付期間：2023年2月13日（月）～2023年4月5日（水）（Web申込は３月３１日（金）17：00まで）
　　　　　　　 会　　場：上田予備学校
　　　　　　　 受付時間：平日�9：00～18：00／土日祝�9：00～17：00
　　　※電話でのお申し込みはできません。
　◆入学申込に必要なもの
　　【全員共通】　入学申込書
　　【信学会グリーンクラス在籍生】　2022年度グリーンクラス生徒証
　　【信学会個別スクールＰＡＳＳ在籍生】　2022年度PASS生徒証
　　　※入学申込の際には学納金は不要です。学納金は後日お振り込みいただきます。
入学手続き
　◆オリエンテーション日程

回 受付期間 オリエンテーション日 オリエンテーション時間帯
１回目 ３月１７日（金）まで ３月２１日（火）

１１：００～１２：００２回目 ３月２０日（月）まで ３月２３日（木）
３回目 ３月２８日（火）まで ３月３０日（木）※「長野県民応援割チケット」適用最終オリエンテーション

４回目 ４月　３日（月）まで ４月　７日（金）
　◆入学手続きに必要なもの
　　入学手続き（オリエンテーション時）で提出する書類
　　　（１）学生台帳
　　　（２）�学納金振込通知書（副）／＊インターネットバンキングをご利用の場合は，振込手続き完了の画面を印刷したもの
　　　（３）写真３枚（カラー　4.0×3.0㎝）裏面に受付番号および氏名を記入しておいてください。
　　　（４）共通テスト自己採点結果（業者発行の成績表）
　　　（５）2022年度９月以降の全国版模試成績表
　　　　　 ※（４）（５）についてはコピーを取らせていただきます。

Web申込はコチラ

https://sites.google.com/u-yobi.com/2023web
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〈受講教科数について〉（例）

文�系 ①英語・国語・日本史を受講する場合「私立大型（３教科以下型）」

②英語・国語・日本史・現代社会を受講する場合「私立大型（３教科以下型）」

③英語・国語を受講する場合「私立大型（３教科以下型）」

④英語・国語・日本史・数学を受講する場合「私立大型（３教科以下型）＋￥20,000」

理�系 ①英語・数学・物理を受講する場合「私立大型（３教科以下型）」

②英語・数学・物理・化学を受講する場合「私立大型（３教科以下型）」

③英語・数学・国語・物理・化学を受講する場合「私立大型（３教科以下型）＋￥20,000」

※英語は全コース必須受講です。

※国公立志望者および私立文系志望者は国語は必須受講です。

４．学納金と納入方法
〈納入方法〉
　◆入学申込時に本校所定の「学納金振込用紙」をお渡しします。
　　指定の金融機関へお振り込みください（振込手数料はご本人負担となりますのでご了承ください）。
　　　＊学納金は一括または２回の分割になります。
　　　　１回目：オリエンテーション（入学手続き日）までに納入（一括納入の場合は１回目に全額ご納入ください。）
　　　　２回目：６月３０日（金）までに納入
　　　　（詳細は入学申込時にご案内します）

　◆インターネットバンキングによるお振り込みもご利用いただけます。
　振込人は入学者ご本人のお名前に変更し，お名前の前に受付番号をご入力ください（万一，必要事項の入力ができな
い場合は，窓口をご利用ください）。
〈振込手続き完了の画面を印刷して，入学手続き時にご持参ください（金融機関によってご利用できる限度額が異なり
ますので，一度にお振り込みができない場合は，窓口をご利用ください）。〉

　※�学納金のお振り込みにあたっては，金融機関窓口にて本人確認書類を求められる場合がありますので，予めご了承くだ
さい。

　※�入学手続き終了後，一旦納められた学納金は次頁の「学納金返還制度」を利用する場合を除き，返還できません。

〈割引制度について〉
　①長野県民応援割

　②その他の割引制度
（１）�2022年度に信学会グリーンクラス各校舎および個別スクールPASS各校舎に在籍された方は，学納金の一部が

割引されます。詳しくは，申込時に窓口へお申し出ください。
（２）2022年度高卒クラス（予備学校本科）在籍生対象に学納金の減免があります。校舎までご相談ください。

〈各種教育ローンの利用について〉
　学納金等のご準備のために，日本政策金融公庫の「国の教育ローン」をはじめ，銀行・信用金庫など民間各種金融機関の
教育ローンが利用できます。
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〈学納金返還制度〉

学納金返還制度
（１）�大学・短期大学に合格し入学するために、本校への入学を取り消す場合は、2023年４月１日（土）までに

申請すれば、入学金を含む学納金全額を返還します。
（２）�上記（１）の理由以外で本校への入学を取り消す場合は、2023年３月30日（木）までに申請すれば、学

納金のうち入学金を除いた金額を返還します。

申 請 場 所 上田予備学校〔受付時間〕９：00～18：00（土・日曜日、祝日は17：00まで）

申 請 時 に
必要なもの

①入学する大学等の在学証明書（または入学手続完了を証する書類）
　※上記（2）の申請には必要ありません。
②印鑑
③学納金返還申込書（用紙は各校舎でお渡しします）
　※申請時には、返還金の振込先金融機関の口座番号等の記入が必要となります。

返 還 方 法 申請者が指定した金融機関口座に2022年５月末日までに振込により返還します。
　※現金による返還はいたしません。

５．入学生のさまざまな特典
〈各種授業や模試の特典〉
　①�上田予備学校が提供する講座は追加料金なしで受講できます。
　②駿台公開模試（大学別実戦模試など）を割引料金で受験できます。

〈通学定期・学割の利用〉
　通学には交通機関各社の規定による通学定期が利用できます。また，遠隔地へ受験に行く際などは，ＪＲの学生割引も利
用できます。

〈コース・ステップアップ〉
　第１・第２ターム途中でのコースの変更はできませんが，所定の審査を受けることによって，第３ターム（９月）からは
上位のコースにステップアップすることができます。

　「コース・ステップアップ例」
　　難関大各コース　→　最難関大各コース
　　実力強化各コース　→　難関大各コース

　「コース変更の認定基準」　第２回実力テストにて審査します。

　「申込」　第１ターム中（６月中旬）にコース変更希望者に案内します。

６．入学相談会（特設会場のご案内）
〈佐久地区〉会場：中込会館
　　　　　 日時：�３／14（火）・３／26（日）�

13：30～16:00
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◆学納金は次の通りです。

入学金 教育充実費 授業料
（第１ターム（前期））

授業料
（第３ターム（後期）） 学習費 特別特訓講座費

A B C D E F

医学部医学科コース
（５教科受講） ¥100,000 ¥90,000 ¥250,000 ¥290,000 ¥100,000 ¥120,000

５教科受講
（国公立大型） ¥100,000 ¥90,000 ¥230,000 ¥280,000 ¥100,000 ¥120,000

３教科以下受講
（私立大型） ¥100,000 ¥90,000 ¥210,000 ¥260,000 ¥90,000 ¥120,000

（受講教科数については入学申込時に伺います。原則として国公立大志望者は「５教科受講」，私立大志望者は「３教科以下
受講」となります。）
（私立大志望者で４教科の受講を希望される場合は＋￥20,000となります。）
＊教育充実費には，各種情報誌代，光熱費などが含まれています
＊学習費は教材費・指定模試受験料・成績管理費・運営費です
＊特別特訓講座費は第２・第４・第５タームの特訓講座費・運営費です

◆学納金は一括または２回の分割にて納入していただきます。
　（一括納入の場合は１回目と２回目の合計金額を納入してください）

１回目 ２回目

医学部医学科コース（５教科受講） ¥730,000 ¥220,000

５教科受講（国公立大志望） ¥700,000 ¥220,000

３教科以下受講（私立大志望） ¥660,000 ¥210,000

※１回目は学納金のうち，Ａ～Ｄをご納入いただきます。（一括納入の場合は１回目と２回目の合計金額を納入してください）
※２回目は学納金のうち，Ｅ・Ｆをご納入いただきます。
　＊実力テストで医学部医学科コースになった場合は，差額分（￥３０，０００）を別途ご納入いただきます。
※学納金の納入は指定の金融機関への振込にてお願いしております。現金ではご納入いただけませんのでご了承ください。
（学納金の納入につきましては，入学申込時にお渡ししする振込用紙にてご納入いただきますが，インターネットバンキ
ングもご利用いただけます）

【その他の費用】

◆基本的に学納金以外にお支払いいただくことはございません。
　下記についてのみ別途納入していただきます。
（１）副教材費（社会科資料集・英単語帳など。該当の講座を受講する場合は必ず購入していただきます。）
（２）指定模試以外の模試代金（本校がご案内する模試のうち，コース指定になっていない模試を受験する場合）
（３）その他，本校からご案内する教材（購入希望者のみ）

2023年度　上田予備学校 学納金一覧
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