
平成29年度　聖光学院高等学校　入学願書
受験番号

　　　写真貼付欄

　○ 最近３ヶ月以内

　○ サイズ、縦４㎝
　 　横3.5㎝

　○ カラー・白黒可

を
記
入
す
る　
　
　

志
望
学
科
・
コ
ー
ス

第 一 志 望 第 二 志 望 第 三 志 望

工
業
系
学
科

科 科 科

普 

通 

科 コース コース コース

希望する
番号に○
をつける

推　薦　選　抜（専願） 一 般 選 抜 二 次 選 抜

推　

薦

１．一　　般
２．スポーツ

特　

待

３．スポーツ　５．スーパースカラシップ
４．進　　学　６．マイスター

１．専願　２．併願 専　　願

志　
　
　

願　
　
　

者

ふりがな
現　

住　

所

郵便番号（　　　　　　　）

電話（　　　　　　　　　　　　　）

氏　　名

生年月日 平成 　年　 月 　日　男女

履　　歴
学歴　平成　　年　　月　　　　　　中学校 卒業 ・ 卒業見込　　　都道府県コード※１

中学校コード※２
（福島県県北地区のみ） 職歴　予備校

保　

護　

者

ふりがな
現　

住　

所

郵便番号（　　　　　　　）

氏　　名 ㊞

志 願 者
との関係

※１都道府県番号は全員別表（裏面参照）の二けたの数字を記入して下さい。
※２中学校コードは福島県県北地区の中学校が対象です。別表（裏面参照）から数字をご記入下さい。
　　コード表にない学校は記入しなくて結構です。
（ご記入いただいた情報は、入学志願に関する目的以外には利用されません。）

入学検定料納入票

受 験 番 号
出身中学校 中学校

ふ り が な

氏　　　 名

第 一 志 望

工
業 科

普
通 コース

納 入 金 額 ￥１０，０００

希望する
番号に○
をつける

推 薦 選 抜 一般選抜
推
薦
１. 一　　般
２. スポーツ

１．専　願
２．併　願

特　
　

待

３. スポーツ
４. 進　　学
５.スーパースカラシップ
６.マイスター

二次選抜

専　　願

聖光学院高等学校　　　　

次ページへ続く

受領印

（１／２）



コード
番　号 都道府県
01 北海道
02 青森県
03 岩手県
04 宮城県
05 秋田県
06 山形県
07 福島県
08 茨城県
09 栃木県
10 群馬県
11 埼玉県
12 千葉県
13 東京都
14 神奈川県
15 山梨県
16 長野県
17 新潟県
18 富山県
19 石川県
20 福井県
21 岐阜県
22 静岡県
23 愛知県
24 三重県

コード
番　号 都道府県
25 滋賀県
26 京都府
27 大阪府
28 兵庫県
29 奈良県
30 和歌山県
31 鳥取県
32 島根県
33 岡山県
34 広島県
35 山口県
36 徳島県
37 香川県
38 愛媛県
39 高知県
40 福岡県
41 佐賀県
42 長崎県
43 熊本県
44 大分県
45 宮崎県
46 鹿児島県
47 沖縄県

※2《福島県県北地区中学校コード表》
中学校コード 中学校名
07001 福島市立福島第一中学校
07002 福島市立福島第二中学校
07003 福島市立福島第三中学校
07004 福島市立福島第四中学校
07005 福島市立岳陽中学校
07006 福島市立渡利中学校
07007 福島市立信陵中学校
07008 福島市立北信中学校
07009 福島市立立子山中学校
07010 福島市立西信中学校
07011 福島市立大鳥中学校
07012 福島市立平野中学校
07013 福島市立西根中学校
07014 福島市立茂庭中学校
07015 福島市立松陵中学校
07016 福島市立信夫中学校
07017 福島市立蓬莱中学校
07018 福島市立吾妻中学校
07019 福島市立野田中学校
07020 福島市立清水中学校
07021 福島大学附属中学校
07022 伊達郡川俣町立川俣中学校
07023 福島市立飯野中学校
07024 伊達市立伊達中学校
07025 伊達市立梁川中学校
07026 伊達市立松陽中学校
07027 伊達市立霊山中学校
07028 伊達市立月舘中学校
07029 伊達市立桃陵中学校
07030 伊達郡桑折町立醸芳中学校
07031 伊達郡国見町立県北中学校
07032 二本松市立二本松第一中学校
07033 二本松市立二本松第二中学校
07034 二本松市立二本松第三中学校
07035 二本松市立小浜中学校
07036 二本松市立岩代中学校
07037 二本松市立安達中学校
07038 二本松市立東和中学校
07039 本宮市立本宮第一中学校
07040 本宮市立本宮第二中学校
07041 本宮市立白沢中学校
07042 安達郡大玉村立大玉中学校
07501 伊達郡川俣町立山木屋中学校
07510 双葉郡浪江町立浪江中学校
07711 相馬郡飯舘村立飯舘中学校

※1《都道府県コード表》



受験票（兼入学検定料受領書）

受 験 番 号

希望する
番号に○
をつける

推　薦　選　抜 一 般 選 抜
推
薦

１. 一　　般
２. スポーツ

１. 専　願
２. 併　願

特　

待

３. スポーツ
４. 進　　学
５.スーパースカラシップ
６. マイスター

二 次 選 抜

専　　願

出 身 中 学 校 中学校

ふ り が な

氏 名

第 一 志 望

工
業 科

普
通 コース

入学検定料として10,000円受領しました。

　　聖光学院高等学校　 受領印

注　意　事　項

１．  この受験票は学力・面接検査のとき
必ず持参して下さい。

２．  当日の受付は８時50分までに完了し
て下さい。

３．  鉛筆、シャープペンシル、消しゴム
以外の筆記用具は一切使用できませ
ん。

４．  計算機能や言語表現機能を有するも
の及び携帯電話等の通信機器は持ち
込まないで下さい。

５．  校舎内は土足厳禁のため上ばきを準
備して下さい。

　　  （各自下足袋等を持参して保管する
こと。）

６．  一般選抜受験者は昼食を持参して下
さい。

※１ 入学願書とともに提出して下さい。
※２  郵送の場合は、当方で受験票を預か

り、受験当日に受付で受験生にお渡
しいたします。

　　  なお、受験票のコピーをFAXにて中学
校へお送りしますのでご確認下さい。

（２／２）

※点線から切り取って提出して下さい。
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