
※以下の太枠内を黒のボールペンで記入してください。
※本校では個人情報保護の観点から，ご提供いただきました個人情報は，細心の注意を払って管理いたします。

◆入学希望コース（入学を希望するコースに   を入れてください。実力テストの結果によっては希望コースにならない場合があります。）

◆オリエンテーション（オリエンテーション日程を選び，○をしてください）

◆今春の主な受験大学・学部・学科

◆共通テスト自己採点結果

◆来春の志望大学・学部・学科

◆履修科目調査（予備学校入学後選択する科目に○をつけてください）

◆受講教科数調査
　※予備学校で受講する教科数に○をつけてください

2023年度　大学受験科

上田予備学校　入学申込書
変更 日付

受付者

受付日 　　　月　　　　日

受付№

早　期

フリガナ 性別 生　　年　　月　　日 フリガナ

生徒氏名 男
・
女

　　西暦　　　　年　　月　　日生
　　　　　　　　　　（　　歳） 保護者氏名

住所
〒 電話

生徒携帯

学歴
高等学校・中等教育学校 　　　　　　
西暦　　　　　年　　　月卒業（見込）卒業時担任先生氏名

（ﾌﾙﾈｰﾑ）

（　　組）検定・試験　　西暦　　　　年　　月

〈理系〉 〈文系〉
最難関大理系コース（Ａα） 最難関大文系コース（Ｂα）

難関大理系コース（Ａ） 難関大文系コース（Ｂ）

医学部医学科コース（Ｍα） 難関私大文系コース（Ｃ）

実力強化理系コース（国公立大志望）（Ｄ） 実力強化文系コース（国公立大志望）（Ｅ）

実力強化理系コース（私立大志望）（Ｆ） 実力強化文系コース（私立大志望）（Ｇ）

国公立大
志望者 私立大志望者
５教科 ３教科以下

83 文81 理82

文理共通 文系 理系

※ Aα・Ｍα・A・Bα・B・
D・Eコースは「５教科」。
C・G・Fコースは「３教
科以下」の選択となります。

第１回 第２回 第３回 第４回
3/21（火） 3/23（木） 3/30（木） 4/7（金）

大学 学部 学科 結果 大学 学部 学科 結果

大学 学部 学科 大学 学部 学科

共通テス
ト自己採
点結果

英語 数学① 数学②
国語

理科① 理科② 地理歴史・公民
合計点 満点

リーディング リスニング（　　　）（　　　） （　　）基礎（　　）基礎
第１解答 第２解答 第１解答 第２解答
（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）

〈理系〉
理科（２科目まで）

物理 化学 生物 地学

理科基礎科目（２科目選択）
物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎

地理歴史・公民（１科目のみ）共通テスト型
日本史 世界史 地理

現代社会 倫理 政経 倫理・政経

数学 ※最難関大・
難関大・医学
部医学科コー
スは数Ⅲまで
必須です

ⅠＡ ⅡＢ Ⅲ

英語 国語

（４教科受講を希望する方は＋￥20,000となります）
理科基礎科目（２科目選択）

物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎

地理歴史・公民（２科目まで）
個別試験型

日本史 世界史 地理 政経

共通テスト型
日本史 世界史 地理

現代社会 倫理 政経 倫理・政経

数学（共通テストまで） 数学（個別試験まで）
ⅠＡ ⅡＢ ⅠＡ ⅡＢ

◆信学会グリーンクラス・個別スクールPASS
に３年次に在籍していた場合は在籍校舎および生
徒番号を記入してください。

在籍校舎

生徒番号

備考欄：　　　一括　・　分割（減免等）

文系の地理歴史・公民は，個別試験型から
１科目・共通テスト型から１科目を選択し
てください。（国公立大個別試験で地歴２
科目を使う場合は個別試験型から２科目選
択してください）
※共通テスト型から２科目は選択できま
せん。

◆実力テスト（4月3日（月））　　受験票

受験番号
集合   8：50
数学   9：00～10：00
英語 10：10～11：10

氏名
国語 11：20～12：20
諸連絡 12：20～12：30

※会場は試験当日1Fに掲示いたします｡
※私立理系型の方は，数学と英語のみ受験します
( 諸連絡は11：10～11：20)
※私立文系型の方は，英語・国語の2教科または英
語・国語・数学の3教科を受験します

※英語は全員必須受講ですので「○」が記入されています。
※３教科以下（私立大志望）を選択した方は，３教科を超えないようにご注意ください。

※ 私立大志望者で４教科受講する場合は
＋￥20,000円となります。



※以下の太枠内を黒のボールペンで記入してください。
※本校では個人情報保護の観点から，ご提供いただきました個人情報は，細心の注意を払って管理いたします。

◆入学希望コース（入学を希望するコースに  を入れてください。実力テストの結果によっては希望コースにならない場合があります。）

◆オリエンテーション（オリエンテーション日程を選び，○をしてください）

◆今春の主な受験大学・学部・学科

◆共通テスト自己採点結果

◆来春の志望大学・学部・学科

◆履修科目調査（予備学校入学後選択する科目に○をつけてください）

◆受講教科数調査
　※予備学校で受講する教科数に○をつけてください

2023年度　大学受験科

上田予備学校　入学申込書
変更 日付

受付者

受付日 　　　月　　　　日

受付№

早　期

フリガナ 性別 生　　年　　月　　日 フリガナ

生徒氏名 男
・
女

　　西暦　　　　年　　月　　日生
　　　　　　　　　　（　　歳） 保護者氏名

住所
〒 電話

生徒携帯

学歴
高等学校・中等教育学校 　　　　　　
西暦　　　　　年　　　月卒業（見込）卒業時担任先生氏名

（ﾌﾙﾈｰﾑ）

（　　組）検定・試験　　西暦　　　　年　　月

〈理系〉 〈文系〉
最難関大理系コース（Ａα） 最難関大文系コース（Ｂα）

難関大理系コース（Ａ） 難関大文系コース（Ｂ）

医学部医学科コース（Ｍα） 難関私大文系コース（Ｃ）

実力強化理系コース（国公立大志望）（Ｄ） 実力強化文系コース（国公立大志望）（Ｅ）

実力強化理系コース（私立大志望）（Ｆ） 実力強化文系コース（私立大志望）（Ｇ）

国公立大
志望者 私立大志望者
５教科 ３教科以下

83 文81 理82

文理共通 文系 理系

※ Aα・Ｍα・A・Bα・B・
D・Eコースは「５教科」。
C・G・Fコースは「３教
科以下」の選択となります。

第１回 第２回 第３回 第４回
3/21（火） 3/23（木） 3/30（木） 4/7（金）

大学 学部 学科 結果 大学 学部 学科 結果

大学 学部 学科 大学 学部 学科

共通テス
ト自己採
点結果

英語 数学① 数学②
国語

理科① 理科② 地理歴史・公民
合計点 満点

リーディング リスニング（　　　）（　　　） （　　）基礎（　　）基礎
第１解答 第２解答 第１解答 第２解答
（　　　）（　　　）（　　　）（　　　）

〈理系〉
理科（２科目まで）

物理 化学 生物 地学

理科基礎科目（２科目選択）
物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎

地理歴史・公民（１科目のみ）共通テスト型
日本史 世界史 地理

現代社会 倫理 政経 倫理・政経

数学 ※最難関大・
難関大・医学
部医学科コー
スは数Ⅲまで
必須です

ⅠＡ ⅡＢ Ⅲ

英語 国語

（４教科受講を希望する方は＋￥20,000となります）
理科基礎科目（２科目選択）

物理基礎 化学基礎 生物基礎 地学基礎

地理歴史・公民（２科目まで）
個別試験型

日本史 世界史 地理 政経

共通テスト型
日本史 世界史 地理

現代社会 倫理 政経 倫理・政経

数学（共通テストまで） 数学（個別試験まで）
ⅠＡ ⅡＢ ⅠＡ ⅡＢ

◆信学会グリーンクラス・個別スクールPASS
に３年次に在籍していた場合は在籍校舎および生
徒番号を記入してください。

在籍校舎

生徒番号

備考欄：　　　一括　・　分割（減免等）

文系の地理歴史・公民は，個別試験型から
１科目・共通テスト型から１科目を選択し
てください。（国公立大個別試験で地歴２
科目を使う場合は個別試験型から２科目選
択してください）
※共通テスト型から２科目は選択できま
せん。

◆実力テスト（4月3日（月））　　受験票

受験番号
集合  8：50
数学  9：00～10：00
英語 10：10～11：10

氏名
国語 11：20～12：20
諸連絡 12：20～12：30

※会場は試験当日1Fに掲示いたします｡
※私立理系型の方は，数学と英語のみ受験します
( 諸連絡は11：10～11：20)
※私立文系型の方は，英語・国語の2教科または英
語・国語・数学の3教科を受験します

※英語は全員必須受講ですので「○」が記入されています。
※３教科以下（私立大志望）を選択した方は，３教科を超えないようにご注意ください。

※ 私立大志望者で４教科受講する場合は
＋￥20,000円となります。

■入学申込書記入例

■個人情報の取り扱いについて
　本校では個人情報保護の観点から、ご提供いただきました個人情報は、下記の利用目的のみに使用し、細心の注意を払って管理いたします。また、
お預かりした個人情報の取り扱いを外部に委託することがあります。この場合においても委託契約書を交わし、適切な管理をいたします。

〈利用目的〉

〈個人情報管理者〉

〈お問い合わせ先〉

①授業運営およびクラス運営　②進路指導　③各種事務処理　④成績管理・分析および各種統計資料　⑤入試結果調査
⑥信学会予備学校各種発行掲示物および刊行物　⑦信学会予備学校および信学会関連教育機関よりの各種ご案内

信学会事務局　個人情報取扱管理責任者（総合管理部長）
〒380-0836　長野市南県町1003

各校舎お申込窓口までお問い合わせください。

上田予備学校 〒386-0012 上田市中央-1-2-21
TEL.0268-22-5588  FAX.0268-23-8945

オリエンテーションには全員が
参加していただきます。
希望日を選んでください。

受講教科数についてよく読んで
記入してください。

予備学校で選択する科目を選ん
でください。

受験番号は各校舎で記入します
ので記入不要です。

信州 太郎
シンシュウ タロウ

信州 学太
シンシュウ ガクタ

2005

2023 3

1
18
15

啓　明

０２６８－２２－△△△△
０９０－△△△△－○○○○

松本 文夫
2

×

物理 化学 地理
ⅠA ⅡB

信州 太郎

３８６－００１２

上田市中央１－２－２１

○○大学 工学部 ×△△大学 工学部

○○大学 工学部 □□大学 工学部 電子工学科

上田予備学校

20315

90060570607512060707080
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