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令和５年度 見附市立見附特別支援学校 高等部入学者募集要項 

 
見 附 市 教 育 委 員 会  

見附市立見附特別支援学校長  

１ 募集定員（第１学年） 

 

  課 程 等  学 科     募集学級  募集生徒数 

全日制の課程 普 通 普通学級２学級 １６人 

全日制の課程 普 通 重複障害学級 若干人 

 

２ 出願資格 

  見附特別支援学校高等部（普通学級、重複障害学級）に入学を出願することができる者

は、知的障害の程度が学校教育法施行令第 22 条の３の表に規定する程度で、次に掲げる者

とする。 

 （1） 普通学級を希望する者 

   ア 見附特別支援学校中学部普通学級及び見附市内中学校の特別支援学級（知的障害、 

    自閉症・情緒障害、病弱・身体虚弱）を令和５年３月に卒業する見込みの者又は卒 

    業した者 

   イ 上記以外で、受検を希望し見附市教育委員会と協議して認められた者 

    （別紙様式３ 出願資格申請書） 

 （2） 重複障害学級を希望する者 

   ア 見附特別支援学校中学部重複障害学級を令和５年３月に卒業する見込みの者又は 

    卒業した者 

   イ 上記以外で、受検を希望し見附市教育委員会と協議して認められた者 

    （別紙様式３ 出願資格申請書） 

 

３ 出願 

  出願は、一人につき、１校１学科（新潟県公立特別支援学校高等部及び新潟県公立高

等学校を含む。）とする。 

 

４ 出願手続き ※入学願書等の交付及び出願は必ず在籍（出身）学校を通して行うこと。 

 （1） 出願に必要な書類の交付 

   ア 入学願書交付申請書 交付期間 

    令和４年１２月７日（水）から令和５年１月２０日（金）まで。 

    交付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。ただし、 

    土・日曜日、及び 12 月 28 日（水）～１月４日（水）は除く。入学願書交付申請書 

    に必要事項を記入し、見附市立見附特別支援学校に持参すること。同申請書は、見 

    附特別支援学校ホームページからもダウンロードできる。 

   イ 交付場所 

    見附市立見附特別支援学校（見附市月見台１丁目 10 番 74 号） 

   ウ 郵送での交付 

    郵送で入学願書の交付を希望する場合は、必要事項を記入した出願書類用紙等交付 

    請求書と併せて、あて先を明記した返信用封筒（角形２号封筒等、Ａ４判の用紙の 

    入る封筒に 140 円切手を貼ったもの）を同封の上、当校に請求する。尚、返信用封 

    筒には、「入学願書在中」と朱書きすること。 

 （2） 出願に必要な書類等 

   ①入学願書 （別紙様式１）                                    

   ②調査書   （別紙様式２の１又は２の２、ただし学習の状況等により両様式が必要 

         な場合は両様式を合わせて提出してもよい。） 
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    ※電子データが必要な場合は、見附特別支援学校ホームページよりダウンロードす 

    ること。 

   ③返信用封筒２部（受検票等交付と結果通知に使用します。在籍（出身）学校の所在 

    地を宛先とした角形２号封筒に、300 円分の切手を添付したものと、410 円分の切手 

    を添付したものを学校単位で用意する。（特定記録郵便で郵送する。） 

   ④出願資格  ２（１）-イ、２(２)-イにより出願資格を得た者については、出願資 

    格認定通知の写し、市外及び県外からの出願者は、様式５「見附市立見附特別支援 

    高等部出願申請書」を提出すること。 

 （3） 入学願書等の提出 

    必要事項が記入された出願者全員の「入学願書」「調査書」「出願資格認定通知の 

    写し（必要な場合）」「出願申請書（市外及び県外からの出願者のみ）」をまとめ、 

    在籍（出身）学校の校長を通じて所定の受付期間内に見附市立見附特別支援学校に 

    提出する。郵送による受付は行わない。ただし、市外等からの出願者については見 

    附特別支援学校教頭に相談すること。 

 （4） 入学願書等の受付期間 

    令和５年１月１６日（月）から１月２０日（金）まで 

    受付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

 （5） 出願状況の公表 

    入学願書受付期間終了後、見附特別支援学校ホームページにて出願状況を公表する。 

 （6） 志願変更 

    令和５年１月２３日（月）から１月２７日（金）まで、受付時間は、午前９時から 

    正午まで及び午後１時から午後４時までとする。見附特別支援学校に提出した必要 

    書類の返還を受け、再び、在籍（出身）学校の校長を通じて、変更先に提出する。 

 （7） 志願変更後の出願状況の公表 

    志願変更受付期間終了後、見附特別支援学校ホームページにて出願状況を公表する。 

 

５ 選考について 

 （1） 選考 

   ア 期 日  令和５年２月３日（金） 

     体調不良等により受検できなかった者は、予備日 令和５年２月８日（水）に面 

     接を実施する。時間等については、改めて連絡する。 

   イ 場 所  見附市立見附特別支援学校 

   ウ 日 程   

   ①普通学級  

受  付     午後１時から１時２０分まで（作業室） 

日程説明・連絡  午後１時２０分から１時３０分まで 

選考（面接）   午後１時３０分から２時まで 
 

   ②重複障害学級 

受  付     午後１時から１時２０分まで（作業室） 

日程説明・連絡  午後１時２０分から１時３０分まで 

選考（面接）   午後１時３０分から２時まで 

   エ 持ち物 受検票、マスク、上履き（運動靴等）、その他個人的に必要な物 

   オ その他 保護者面接を実施するので、保護者同伴で来校すること。 

 

６ 合格者の発表等 

   ア 令和５年２月１４日（火）午前１０時から午後４時３０分まで当校玄関前に掲示 

     する。在籍（出身）学校長を通じて、受検者全員に選考結果を文書で通知する。 

   イ 入学予定者が、保護者の転勤等により入学を辞退する場合は、「入学辞退届」 

     （別紙様式４）を見附特別支援学校長に提出するものとする。 
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７ 欠員補充による２次募集について 

  選考終了後、普通学級の定員に欠員が生じた場合に実施する。なお、２次募集の実施に 

 ついては、令和５年２月２４日（金）に見附市教育委員会が見附市内中学校、見附特別支 

 援学校に通知する。 

 （1） 出願資格、出願及び出願手続 

   ア 第１次選考と同様とする。 

   イ いずれの特別支援学校高等部又は高等学校（公立、私立）にも合格していない者 

     とする。なお、「いずれの各学校にも合格していない者」には、特別支援学校高 

     等部又は高等学校（県内外、公立、私立を問わない）への入学を辞退した者は含 

     まれない。 

 （2） 出願期間 

    令和５年３月６日（月）から３月１３日（月）まで（土・日曜日を除く。）受付時間 

    は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。 

 （3） 選考及び合格者の発表について 

   ア 選考の期日   令和５年３月１４日（火）午前 

   イ 場 所     見附市立見附特別支援学校 

   ウ 選考の方法   面接及び保護者面接 

 （4） 結果の発表 

   ア 令和５年３月１５日（水）午前１０時から１２時まで当校玄関前に掲示するとと 

     もに、受検者全員に選考結果を文書で通知する。 

   イ 入学予定者が、保護者の転勤等により入学を辞退する場合は、「入学辞退届」 

    （別紙様式４）を見附特別支援学校長に提出するものとする。 

 

８ その他 

 （1） 出願を希望する者で、今までに見附特別支援学校の教育相談及び高等部入学相談を 

   実施していない場合は、選考前に在籍（出身）学校の校長からの依頼を通じて、必ず 

   教育相談を実施すること。 

 （2） 見附特別支援学校長は、選考終了後保護者の転勤等正当な事由で入学を希望する者 

   があった場合で、当該者が高等部教育を受けることができると判断され、原則として 

   学校の定員に余裕のあるときは、入学を許可することができる。 

 （3） 見附特別支援学校長は、「調査書」及びその他の書類の記載事項について、事実に 

   反する記載があった場合は、願書の受理及び合格を取り消すことができる。 

 （4） 入学者募集要項の実施細目については、見附特別支援学校長が定める。 

 （5） 見附特別支援学校高等部入学説明会を、令和５年３月７日（火）午前に予定してい 

   る。 

 （6） 出願及び受検について不明な点は、下記へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

見附市立見附特別支援学校 

教  頭  佐藤  結 

高等部主事 荒井 陽子 

〒954-0034 

見附市月見台 1－10－74 

電話 0258-63-2210 
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見附特別支援学校 入学者選考事務日程一覧 

【第１次選考】 

 

【欠員補充による２次募集】 

 

事項 期日 あて先 報告者 

又は送付者 

備考 

願書・調査書 

用紙等配付 

11月下旬 各中学校長 見附特別支援学

校長 

 

出願資格申請

書 

令和５年１月６

日(金)まで 

見附市教育委員

会学校教育課長 

中学校長又は 

特別支援学校長 

様式３ 

入学願書受付 令和５年１月 

１６日(月）～ 

令和５年１月 

２０日(金） 

 

午前９時～正午 

午後１時～午後

４時 

見附特別支援学

校長 

中学校長又は 

特別支援学校長 

様式１、様式２、出願資格を得

た者は出願資格認定通知の写

し、市外及び県外出願者は様式

５も提出。 

返信用封筒２部（受検票等交付

と結果通知に使用。在籍（出身）

学校の所在地を宛先とした角形

２号封筒に、300円分の切手を添

付したものと、410 円分の切手を

添付したものを学校単位で用意

する。 

出願状況の 

公表 

入学願書受付期

間終了後 

出願元中学校 見附特別支援学

校長 

 

志願変更 １月２３日(月)

～  

１月２７日（金） 

午前９時～正午 

午後１時～午後

４時 

見附特別支援学

校長 

中学校長又は 

特別支援学校長 

 

面接・選考 令和５年２月３

日（金） 

   

合格者の発表 ２月１４日（火）    

選考結果通知 ２月１７日（金）

まで 

受検者 見附特別支援学

校長 

在籍中学校を通じて、受検者に

選考結果を文書で通知。 

事項 期日 あて先 報告者 

又は送付者 

備考 

２次募集実施

の通知 

２月２４日（金） 

 

中学校長又は 

特別支援学校長 

見附市教育委員

会 

 

 

入学願書受付 ３月６日(月）～ 

３月１３日(月) 

（土・日曜日を除く） 

午前９時～正午 

午後１時～午後

４時 

見附特別支援学

校長 

中学校長又は 

特別支援学校長 

１次選考と同様 

面接・選考 ３月１４日（火）    

合格者の発表 ３月１５日（水）    

選考結果通知 ３月１７日（金）

まで 

受検者 見附特別支援学

校長 
受検者に選考結果を文書で通

知。 


