


入試種別 東京・大阪入試 帰国生入試 推薦入試 一般入試

募集対象 Ⅰ類 Ⅰ類G Ⅰ類、Ⅱ類 Ⅰ類、Ⅰ類G Ⅱ類、Ⅱ類G Ⅰ類、Ⅱ類 Ⅰ類G、Ⅱ類G Ⅱ類P

専願・併願 併願可 専願 併願可 専願

募集人員 10名 30名 100名 20名 女子20名

入試日 1月9日（月・祝） 1月18日（水） 2月3日（金）

2月3日（金）
学力試験

2月8日（水）
～

2月10日（金）
面接試験

試験会場

順天堂大学  
本郷・お茶の水キャンパス

TKPガーデンシティ大阪梅田
佐久長聖高等学校

佐久長聖高等学校

佐久長聖高等学校
上田予備学校

長野市生涯学習センター（TOiGO）
松本商工会議所

合格発表 1月13日（金） 1月20日（金） 2月10日（金） 2月17日（金）

手続締切 2月17日（金） 1月27日（金） 2月17日（金） 2月22日（水）

試験科目等 国語、数学、英語（リスニングを除く）　各50分

国語、数学、社会、理科、
英語（リスニングを含む）　各50分

※Ⅱ類Pは面接試験、書類審査あり

募集コース

入試概要

■Ⅰ類
■Ⅰ類ゲームプログラミングコース（Gコース）
■Ⅱ類
■Ⅱ類ゲームプログラミングコース（Gコース）
■Ⅱ類パフォーミングアーツコース（Pコース）
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入試種別 東京・大阪入試、
帰国生入試 推薦入試 一般入試

（Ⅰ類・Ⅰ類G・Ⅱ類・Ⅱ類G）
一般入試
（Ⅱ類P）

11月12日（土） Web出願サイトから出願のための入力開始（本校ホームページからアクセスしてください）
※入試ごとに順次開始

12月20日（火） 出願開始

12月23日（金） 出願締切

1月9日（月・祝） 学力試験

1月11日（水） 出願開始

1月13日（金） 合格発表 
入学手続開始 出願締切

1月17日（火） 出願開始 出願開始

１月18日（水） 学力試験

１月20日（金） 合格発表 
入学手続開始

１月23日（月） 出願締切 出願締切

2月3日（金） 学力試験 学力試験

2月8日（水） 面接試験

2月10日（金） 合格発表 
入学手続開始 面接試験

2月17日（金） 合格発表 
入学手続開始

2月26日（日） オリエンテーション オリエンテーション オリエンテーション（専願） オリエンテーション

3月18日（土） オリエンテーション（併願）

主なスケジュール
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●東京・大阪入試提出物／ ①入学願書
 ②調査書
 ※県外者の調査書は、各都道府県の様式のもので可。
●帰 国 生 入 試 提 出 物／ ①入学願書
 ②海外における在学証明書
 ③海外における成績証明書
●出願期間／ 2022年12月20日（火）〜2022年12月23日（金）＜必着厳守＞
　（受付時間は午前9時から午後5時）
●受 験 料／ 20,000円
●原則として東京・大阪入試は長野県外の方が対象です。
●帰国生入試出願資格
　海外在学２年以上、帰国後２年以内の方を原則としますが、その他の方も相談に応じます。

（受付時間は午前9時から午後5時）
※一括手続および手続2で、分割納入を希望する場合は、所定の申請書をご提出ください。

手続方法 手続期間 手続内容
本校

専願者 一括手続 2023年1月13日（金）〜 1月27日（金） 入学金150,000円納入、 教育充実費150,000円納入
誓約書・住民票1通提出

他校
併願者

手続1 2023年1月13日（金）〜 1月27日（金） 入学金150,000円納入
手続2 手続1の完了日〜 2月17日（金） 教育充実費150,000円納入、 誓約書・住民票1通提出

東京・大阪入試、帰国生入試

Ⅰ類・Ⅰ類Gコース・Ⅱ類あわせて10名
※Ⅱ類は帰国生のみ

1 募集人員

2 出願手続

日　　時／ 2023年1月9日（月・祝） 9時10分〜12時10分

試験科目／国語・数学・英語＜リスニングは除く＞（各50分）
試験会場／順天堂大学本郷・お茶の水キャンパス
　　　　　TKPガーデンシティ大阪梅田
　　　　　佐久長聖高等学校

3 入学試験

2023年1月13日（金）　受験生にWeb出願サイトおよび郵送で通知します。

4 合格発表

5 入学手続 （詳細は合格通知とともにお知らせします）

3



Ⅰ類・Ⅰ類Gコース　 30名 推薦基準として学習面（内申点）を重視した推薦

Ⅱ類・Ⅱ類Gコース　100名 推薦① 推薦基準として学習面（内申点）を重視した推薦
 推薦② 推薦基準として学習面（内申点）と以下の特別活動等の両面を勘案した推薦
  ※特別活動等の内容について
    本校の強化部（野球、駅伝、陸上、柔道、剣道、スケート、ゴルフ、バスケット

ボール、女子サッカー、女子野球、吹奏楽）に該当するクラブにおいて県レ
ベル以上の大会やコンクールで活躍したり入賞した者。（上記の実績がな
くても、本校が同等の将来性があると認めた者）

●出願資格・要件／ 次の①〜④のすべてを満たす者
 ①2023年3月に中学校卒業見込みの者。
 ②本校専願で、合格した場合に、入学を確約できる者。
 ③ 本校の指導方針にのっとり、向上心をもって高校生活を送ることができ、在籍中学校長の推薦

がある者。
 ④本校の推薦基準を満たす者。
 【※出願前に在籍中学校から本校にご連絡いただき、推薦基準の確認をしてください】

2023年1月20日（金）〜1月27日（金）までに所定の手続をしてください。（受付時間は午前9時から午後5時）
入学金150,000円納入、教育充実費150,000円納入、誓約書・住民票1通提出。
分割納入を希望する場合は、所定の申請書をご提出ください。

日　　時／ 2023年1月18日（水） 9時40分〜12時40分
試験科目／国語・数学・英語<リスニングは除く>（各50分）
試験会場／本校

2023年1月20日（金） 受験生にWeb出願サイトおよび郵送で通知します。
 在籍中学校長に郵送で通知します。

Ⅰ類特待生希望者は以下のように出願となりますが、1月18日の受験は不要です。2月3日の一般入試を受験し
てもらい、その結果で特待生か否かを判定します。
●提出物／ ①推薦書（本校ホームページよりダウンロード）
 ②入学願書
 ③調査書
 ※県外者の調査書は、各都道府県の様式のもので可。
●出願期間／ 2023年1月11日（水）〜 1月13日（金）＜必着厳守＞
　（受付時間は午前9時から午後5時）
●受 験 料／ 20,000円

推薦入試
1 募集人員

2 出願手続

3 入学試験

4 合格発表

5 入学手続 （詳細は合格通知とともにお知らせします）
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Ⅰ類・Ⅰ類Gコース・Ⅱ類・Ⅱ類Gコースあわせて20名（特別枠若干名）

●提 出 物／①入学願書
 ②調査書
 ※県外者の調査書は、各都道府県の様式のもので可。
●出願期間／ 2023年1月17日（火）〜 1月23日（月）＜必着厳守＞
 （受付時間は午前9時から午後5時）
●受 験 料／ 20,000円　

審査方法／入試結果と中学校の調査書を総合評価して合格者を選抜します。

佐久会場 佐久長聖高等学校 佐久市岩村田951
上田会場 上田予備学校 上田市中央1-2-21
長野会場 長野市生涯学習センター 長野市鶴賀問御所町1271-3 TOiGO ウエスト4階
松本会場 松本商工会議所 松本市中央1-23-1

日　　時／ 2023年2月3日（金）　9時40分〜15時25分
試験科目／国語・数学・社会・理科・英語<リスニングを含む>（各50分）
試験会場／入学試験は次の4会場で実施します。

（受付時間は午前9時から午後5時）
※一括手続および手続２で、分割納入を希望する場合は、所定の申請書をご提出ください。
※特待生候補者の入学金等納入については、合格通知の際にお知らせします。

2023年2月10日（金） 受験生にWeb出願サイトおよび郵送で通知します。
 最終在籍学校長に郵送で通知します。
特待生候補者には種別（A・B）の合格通知をします。
※ Ⅰ類に出願した場合、Ⅰ類の合格基準に満たずに不合格となっても、Ⅱ類の合格基準を満たしていればⅡ類で合格

となります。

手続方法 手続期間 手続内容
本校

専願者 一括手続 2023年2月10日（金）〜 2月17日（金） 入学金150,000円納入、 教育充実費150,000円納入
誓約書・住民票1通提出

他校
併願者

手続1 2023年2月10日（金）〜 2月17日（金） 入学金150,000円納入
手続2 手続1の完了日〜 3月17日（金） 教育充実費150,000円納入、 誓約書・住民票1通提出

一般入試

1 募集人員

2 出願手続

3 入学試験

4 合格発表

5 入学手続 （詳細は合格通知とともにお知らせします）

◆Ⅰ類・Ⅰ類ゲームプログラミング（G）コース
◆Ⅱ類・Ⅱ類ゲームプログラミング（G）コース
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Ⅱ類Pコース　女子20名

●提 出 物／①入学願書
 ②調査書
 ③志望理由書（本校ホームページよりダウンロード）
 ④写真（JPEG形式のデータをWeb出願サイトからアップロード）
 　上半身・正面・脱帽のもので出願前3ヶ月以内に撮影したカラー写真
 ※県外者の調査書は、各都道府県の様式のもので可。
 ※提出された書類・データは一切返却しません。
●出願期間／ 2023年1月17日（火）〜 1月23日（月）＜必着厳守＞
 （受付時間は午前9時から午後5時）
●受 験 料／ 20,000円

審査方法／学力試験、中学校の調査書、志望理由書、面接試験を総合評価して合格者を選抜します。

佐久会場 佐久長聖高等学校 佐久市岩村田951
上田会場 上田予備学校 上田市中央1-2-21
長野会場 長野市生涯学習センター 長野市鶴賀問御所町1271-3 TOiGO ウエスト4階
松本会場 松本商工会議所 松本市中央1-23-1

学力試験日時／ 2023年2月3日（金）　9時40分〜15時25分

面接試験日時／ 2023年2月8日（水）〜 2月10日（金）
試 験 科 目／国語・社会・数学・理科・英語<リスニングを含む>（各50分）
試 験 会 場／学力試験は次の4会場で実施します。面接試験は佐久会場で実施予定。

2023年2月17日（金）〜2月22日（水）までに所定の手続をしてください。（受付時間は午前9時から午後5時）
入学金150,000円納入、教育充実費150,000円納入、誓約書・住民票1通提出。
分割納入を希望する場合は、所定の申請書をご提出ください。

2023年2月17日（金） 受験生にWeb出願サイトおよび郵送で通知します。
 最終在籍学校長に郵送で通知します。
※ Ⅱ類Pコースに出願した場合、Ⅱ類Pコースに不合格となっても、Ⅱ類の合格基準を満たしていればⅡ類合格とな

ります。

1 募集人員

2 出願手続

3 入学試験

4 合格発表

5 入学手続 （詳細は合格通知とともにお知らせします）

◆Ⅱ類パフォーミングアーツ（P）コース
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1．対　象　Ⅰ類入学生のうち、入学試験の成績優秀者。
2．種　類　特待A 入学金150,000円・教育充実費150,000円の返還
  授業料 月額38,000円の免除、生徒寮希望者は入寮費の全額及び毎月の寮費の全額免除
  特待B 入学金150,000円・教育充実費150,000円の返還
   授業料 月額19,000円の免除、生徒寮希望者は入寮費の全額及び毎月の寮費のうち50,000円免除
3．その他　特待生としての対象期間は原則3年間とするが、本校特待生規定により1年ごとに見直しを行います。
  他校併願の場合、手続期限は2023年3月17日（金）です。

国の就学支援金制度や長野県奨学給付金制度など、授業料等に対する補助制度があります。詳細については、文部科学省
や各自治体のホームページでご確認ください。また、学校説明会資料もご参照ください。

1．入学時納入金　入学金150,000円、教育充実費150,000円　計300,000円
  推薦入試・一般入試（東京・大阪入試、帰国生入試含む）に合格し、入学意志のある場合、所定の申請書を提出し、教育充

実費を分割納入することができます。
 【推薦入試合格者】※1月27日（金）までに入学金150,000円納入は必須
  ①5月10日（水）に75,000円納入（口座振替）
  ②8月10日（木）に75,000円納入（口座振替）
 【一般入試合格者】※2月17日（金）までに入学金150,000円納入は必須
  ①5月10日（水）に75,000円納入（口座振替）
  ②8月10日（木）に75,000円納入（口座振替）
2．生徒寮入寮費　170,000円
 本校専願者で分割希望者は入寮手続の際、所定の申請書を提出してください。
 （併願の方には別途ご連絡いたします）
 ①2月24日（金）までに50,000円納入
 ②8月10日（木）に120,000円納入（口座振替）

1．授業料（月額） 38,000円
 ※英語教育推進費(10,000円)、教材費、生徒会費などが別途かかります。詳細は学校説明会資料をご覧ください。
 ※ G・Pコースは授業料以外に特別講座費として月額40,000円納入いただきます。
 ※ GコースはPC・モニター等費として約200,000円納入いただきます。その他のコースはPC費として約100,000円

納入いただきます。
 ※ 私立高校の授業料に対する支援として、年収目安約910万円未満の世帯に国から就学支援金が支給されます。世帯

の課税所得に応じて、月額33,000円、9,900円の2段階の支給区分があります。詳しくは文部科学省のホームペー
ジでご確認ください。

2．入寮費170,000円　寮費（月額）70,000円（2食付き）
 ※ 聖徳館本館は71,000円　昼食は1食380円
3．納入していただいた入学金は、返金できませんのでご了承ください。（特待生は除く）

授業料等の補助制度について

授業料などについて

特待生制度について （推薦・一般、いずれの受験者にもチャンスがあります）

教育充実費・入寮費の分割納入について

学納金等について
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＜Web出願システムとは＞
保護者・志願者がインターネットに接続できる端末（パソコン、スマートフォン、タブレット）を利用して、ご自宅や外出先から学校専用のWeb出願サ 
イトで出願の申し込み・受験料の決済を行うことができるシステムです。

Web出願サイトは、2022年11月12日（土）からご利用いただけます。

※「6」〜「9」についての詳細は 
下記をご覧ください。

（初めてご利用される方）

（2回目以降ご利用される方）

Web出願サイトはインターネットに接続して処理するため、インターネットに接続できる以下の端末やプリンターをご用意
いただく必要があります。

6. ［新規申込手続き］をクリック
［新規申込手続き］をクリックし、試験の申し込みを行います。

【試験申し込みの流れ】
6－①　受験したい日付の試験を選択します。
6－②　願書の情報を入力します。

※氏名などがご使用の端末（パソコン、スマートフォン、タブレット）で入力することができない場合は、簡易字体で入力してください。
6－③　入力した内容に間違いがないことを確認し、＜上記内容で申込＞ボタンをクリックします。
6－④　「申込結果」画面が表示されるので、内容を確認します。
6－⑤　＜お支払い＞ボタンから支払処理を行います。

※決済が完了した後に情報などの修正はできないため、情報を修正したい場合は本校までお問い合わせください。
6－⑥　お支払いが完了したら、決済完了メールの確認を行います。

お支払いが完了すると決済完了メールが送信されます。メールを受信した後にWeb出願サイトに再度ログオンし、受験票などを印刷します。
※クレジットカード決済の場合、決済完了と同時に受験票の印刷ができます。

コンビニやペイジー決済の場合、入金確認までに30分前後かかる場合があるため、決済完了メールを受信してから受験票の印刷を行ってください。
7. 入学願書・受験票の印刷

Web出願サイトにて入学願書・受験票を印刷します。
8. 出身中学校に提出

東京・大阪入試、帰国生入試は本校に直接提出してください。
9. 試験当日は受験票を持参

入学手続の際に受験票を確認するため、保管をお願いいたします。

6-①　試験選択
6-②　願書入力
6-③　申込
6-④　結果確認
6-⑤　支払
6-⑥　完了

≪利用可能端末≫　・ パソコン　　・ スマートフォン　　・ タブレット

＜出願に関するお問い合わせ先＞
佐久長聖高等学校
T E L：0267-68-5588
E-Mail：senior@sakuchosei.ed.jp

＜申込サイトに関する操作等のお問い合わせ先＞
ログオン画面下の［お問い合わせ］から［チャットサポート］をクリックし、表示されるお問い合わせチャットサポート
よりお問い合わせください。
グレープシティ株式会社
お問い合わせ対応時間：午前 9：00 ～ 12：00 ／ 午後 2：00 ～ 5：00（土日・祝日および弊社休業日を除く）

Web出願システム　Web出願サイトのご利用方法

◆ Web出願利用可能期間

◆ 新規申込手続きについて

◆ Web出願サイト利用前の準備

◆ Web出願から受験当日までの流れ
1. 学校ホームページにアクセス

2. 「高校のWeb出願サイトへ」をクリック

5. Web出願サイトにログオン

6. ［新規申込手続き］をクリック

7. 入学願書・受験票を印刷

8. 入学願書を出身中学校に提出

9. 試験当日に受験票を持参

3. ＜初めての方はこちら＞をクリック 

4. 志願者基本情報を登録
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＜合否照会とは＞
インターネットに接続できる端末（パソコン、スマートフォン、タブレット）から専用のサイトにアクセスし、入学試験の結果を確認することができるシステムです。
下記の「◆ 合否照会の利用可能期間」になりましたら、Web出願サイトにログオンすると、入学試験の結果を確認することができます。

【クレジットカード決済について】
◇ご利用いただけるクレジットカード

【ペイジー決済について】

ペイジー対応金融機関ATMでお支払いを行います。
（ペイジーマークが貼ってあるATMでご利用いただけます）
ただし、金融機関窓口でのお支払いはできません。

【コンビニ決済について】
◇ご利用いただけるコンビニ

◇ペイジーマーク

金額についてはP3 〜 5でご確認ください。
◆ 受験料・入学金決済方法

※ ATMでの上限は10万円までとなります。
　ネットバイキング(ブラウザ)なら30万円OK

※ 30万円を超える決済ができないため、 
入学金→教育充実費の順で2回に分けてご入金してください。

合否照会・入学金手続きのご利用方法

合否照会サイトは、2023年1月13日（金）10時からご利用いただけます。
◆ 合否照会の利用可能期間

合否照会サイトはインターネットに接続して処理するため、インターネットに接続できる以下の端末をご用意いただく必要が
あります。

◆ 合否照会サイト利用前の準備

≪利用可能端末≫　・ パソコン　　・ スマートフォン　　・ タブレット

※コンビニ、ペイジー決済は、決済額が30万円を超える場合はご利用できません。クレジットカード決済を選択して支払処理を行ってください。
①入学金情報が表示されるので、内容に間違いがないことを確認して＜OK＞ボタンをクリックします。　②お支払いが完了したら、決済完了メールが送信されるので、内容を確認します。
※クレジットカード決済の場合、決済完了と同時に決済完了のメールが送信されます。コンビニやペイジー決済の場合、入金確認までに30分前後かかる場合があります。
※コンビニ、ペイジー決済は、入学金→教育充実費の順でお支払いいただきますが、入学金の振り込みが反映されるまで少し時間がかかります。

1. 学校ホームページにアクセス

2. 「高校のWeb出願サイトへ」をクリック

3. Web出願サイトにログオン

4. ［合否照会］をクリック

5. ＜結果確認＞から合否結果を確認

◆ 合否照会の流れ

＜入学金手続きとは＞
インターネットに接続できる端末（パソコン、スマートフォン、タブレット）から専用のサイトにアクセスし、入学金の決済ができるシステムです。
下記の「◆ 入学金手続きの利用可能期間」になりましたら、Web出願サイトにログオンし、決済を行ってください。

入学金手続きサイトは、2023年1月13日（金）からご利用いただけます。
◆ 入学金手続きの利用可能期間

1. 学校ホームページにアクセス

2. 「高校のWeb出願サイトへ」をクリック

3. Web出願サイトにログオン

4. ［入学金手続き］をクリック

5. ＜お支払い＞をクリックして決済処理

◆ 入学金手続きの流れ

入学金手続きサイトはインターネットに接続して処理するため、インターネットに接続できる以下の端末をご用意いただく必
要があります。

◆ 入学金手続きサイト利用前の準備

≪利用可能端末≫　・ パソコン　　・ スマートフォン　　・ タブレット

9



◆長野県内

第1回　7月9日（土） 14時00分〜15時00分 
佐久長聖高等学校

第2回　11月12日（土） 10時00分〜11時00分 
JA松本ハイランド松本市会館（松本市）

第3回　11月19日（土） 10時00分〜11時00分 
JA長野県ビル（長野市）

第4回　12月3日（土） 10時00分〜11時00分 
佐久長聖高等学校

第1回　8月27日（土） 13時00分〜16時00分 
佐久長聖高等学校

第2回　10月22日（土） 13時00分〜16時00分 
佐久長聖高等学校

◆長野県外

第1回　7月2日（土） 10時30分〜12時00分 
TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター

第2回　9月10日（土） 10時30分〜12時00分 
TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター

第1回　11月4日（金） 13時00分〜17時00分 
名古屋マリオットアソシアホテル（名古屋市）

第2回　11月5日（土） 13時00分〜17時00分 
スペースアルファ三宮（神戸市）

第3回　11月11日（金） 13時00分〜17時30分 
タカシマヤローズホール（横浜市）

第4回　11月12日（土） 13時00分〜17時00分 
フクラシア品川クリスタル（東京都）
※この他、ベネッセ主催やトーマス主催の説明会などがあります。

※授業かクラブのどちらか1つを体験いただけます。第1回は授業、第2回はクラブといった参加も可能です。

※詳細は本校ホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。
※学校見学、授業参観を希望される方は随時受け付けますので、お気軽にご相談ください。

ホームページQRコード

TEL：0267-68-5588

説明会日程
生徒・保護者対象学校説明会 ※事前のWeb申込が必要です。

オープンスクール ※事前のWeb申込が必要です。

全国私立寮制学校合同説明会 ※事前申込は必要ありません。
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