知的障がい特別支援学校高等部の出願手続きについ て
１

出願書類の請求
出願書類の請求に当たっては、出願書類請求書に必要事項を記入の上、志望する学校に令和２年
12 月 21 日（月）までに請求するようお願いします。
その際、返信用切手（１部 120 円、２～３部 140 円、４～５部 210 円、６～９部 250 円、10 部 390
円）又は、宛名等を記入したレターパックライト（370 円）を同封してください。
（特別支援学校の中学部から同じ学校の高等部へ出願する場合を除く）

２

出願書類の送付
出願書類は、請求を行った学校から 12 月中に郵送します。
※ 出願書類のうち、「個人調査書」については、道教委の Web ページに掲載します。
志望する学校のホームページに掲載されているリンクから道教委の Web ページにアクセス
し、様式（エクセル）をダウンロードするとともに、指定された用紙に印刷して作成してくだ
さい。

３

出願期間
令和３年１月６日（水）～１月 13 日（水）正午まで（必着）
出願書類をレターパックプラス（520 円）で送付、もしくは持参により志望校へ提出してください。

４

出願書類の提出
出願者は、指定した期日までに、募集要領５（２）に示す出願書類を、在学（出身）する中学校、
又は、特別支援学校等（以下、「出身校」という。）の校長を経由して、出願する学校の校長あて
に提出してください。

５

出願状況
知的障がい特別支援学校高等部の出願状況は、令和３年１月 14 日（木）午前 10 時以降に、北海
道教育委員会及び各学校に掲示するとともに、Web ページに掲載します。
※ 掲示や Web ページで確認できない場合は、出願した学校にお問い合わせください。

６

出願変更期間
令和３年１月 14 日（木）～１月 21 日（木）正午まで
※ Web ページにより出願状況一覧を確認した出身校は、本人・保護者へ連絡し、出願先を変更
するかどうかの意思確認をしてください。

７

出願変更届の提出
出願先を変更する場合は、令和３年１月 21 日（木）正午までに、出身校を経由して願書の提出先
の学校に出願変更届をレターパックプラス（520 円）で送付、もしくは持参してください。また、そ
の際、出願変更届等の書類を出願変更先の志望校へ送付するために、レターパックプラス（520 円）
を同封してください。

８

受検票の送付
受検票は、願書を提出した学校もしくは出願を変更した先の学校から出身校に、令和３年１月 26
日（火）までに郵送されます。

９

最終出願状況
知的障がい特別支援学校高等部の最終出願状況は、令和３年１月25 日（月）午前 10 時以降に、北海
道教育委員会及び各学校に掲示するとともに、Web ページに掲載します。
※ 掲示や Web ページで確認できない場合は、出願した学校にお問い合わせください。
→

裏面も御覧ください
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選考検査日
次に示す日に選考検査を実施します。
令和３年２月１日（月）
受検票の送付に合わせて集合時間等をお知らせしますので、指定された時刻に来校してください。

11

選考検査予備日
次に示す日に選考検査予備日を設定します。
令和３年２月８日（月）
選考検査日（２月１日）に下記(1)から(4)に該当する場合は、受検をお断りします。
特別支援学校では、自身の体調回復及び他者への感染防止に努めるため、道立高等学校と異なり、
下記に対応した特別検査室は例年通り設置しません。下記に該当する場合は、出身校の管理職から
出願先の特別支援学校の管理職に受検者の健康状態など理由を速やかに連絡してください。なお、
選考検査予備日に体調が回復していない場合は、個別に協議することになります。
(1) 新型コロナウイルス感染症に罹患している場合（濃厚接触者を含む）
(2) インフルエンザ等に罹患している場合
(3) 検査当日に 37.5 度以上の発熱、咳等の症状がある場合
(4) 特別の事情がある場合（雪害等により大幅に遅刻する場合など）

12

合格者発表
令和３年２月 15 日（月）午前９時、各学校の玄関前及びホームページにおいて発表します。
※ 出身校からの電話での問い合わせにも応じます。

13

合格者の入学の意思確認及び追加合格
合格者には、出願先の特別支援学校から出身校を通じて合格者の入学意思の確認を行います。入
学辞退者のいた学校においては、追加合格を行う場合もありますので、合格とならなかった受検者
及びその保護者の方は、合格者発表後から令和３年２月 16 日（火）午後１時までは、出身校と連絡
が取れるようにしておいてください。
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２次募集等
・２次募集を実施する学校の発表と出願受付（令和３年２月17日（水）～24日（水）正午まで）
・２次募集当初出願状況の発表
（令和３年２月25日（木）10:00以降）
・出願変更受付
（令和３年２月25日（木）～３月２日（火）正午まで）
※ 在学（出身）する中学校等は、本人、保護者へ連絡し、出願先を変更するかどうかの意思
確認をしてください。
・２次募集最終出願状況の発表
（令和３年３月３日（水）10:00以降）
・２次募集選考検査
（令和３年３月９日（火））
・合格者発表
（令和３年３月11日（木）９:00以降）
・追加募集の選考
（令和３年３月 18 日（木）～24 日（水））
※

●

出願に係わっては、令和３年度道立特別支援学校（高等部）入学者募集要項及び 令和
３年度道立特別支 援学 校高等部（知的障 がい ）生徒募集要領を 参照 してください。

新型コロナウイルス感染症に関わる対応については、別途通知します。

参考
出願先及び受検会場
学校名
郵便番号
住 所
電話番号
北海道雨竜高等養護学校
078-2600 雨竜郡雨竜町字尾白利加 92 番地 21
0125－78－3101
北海道札幌高等養護学校
006-0829 札幌市手稲区手稲前田 485 番地３
011－685－7744
北海道札幌稲穂高等支援学校 006-0034 札幌市手稲区稲穂４条７丁目 12 番１号
011－695－6922
北海道札幌あいの里高等支援学校 002-8074 札幌市北区あいの里４条７丁目１番１号 011－770－5511
北海道千歳高等支援学校
066-0045 千歳市真々地２丁目３番１号
0123－23－6681
北海道白樺高等養護学校
061-1264 北広島市輪厚 621 番地１
011－376－2353
北海道新篠津高等養護学校 068-1115 石狩郡新篠津村第 45 線北 13 番地
0126－58－3280
北海道小樽高等支援学校
047-0261 小樽市銭函１丁目 10 番１号
0134－61－3400
北海道伊達高等養護学校
052-0012 伊達市松ケ枝町 105 番地 13
0142－25－5115
北海道函館高等支援学校
041-0802 函館市石川町 181 番地８
0138－34－2110
北海道北斗高等支援学校
049-0156 北斗市中野通３丁目６番１号
0138－74－3431
北海道今金高等養護学校
049-4304 瀬棚郡今金町字今金 454 番地１
0137－82－3121
北海道旭川高等支援学校
070-0055 旭川市５条西５丁目
0166－29－5575
北海道美深高等養護学校
098-2252 中川郡美深町字西町 25 番地
01656－2－2155
あいべつ校 078-1403 上川郡愛別町字南町 27 番地
01658－6－5811
北海道小平高等養護学校
078-3442 留萌郡小平町字鬼鹿田代 577 番地２
0164－57－1203
北海道紋別高等養護学校
099-5172 紋別市渚滑町元新１丁目 152 番地１
0158－24－1120
北海道新得高等支援学校
081-0032 上川郡新得町西２条南７丁目２番地
0156－64－2020
北海道中札内高等養護学校 089-1345 河西郡中札内村東５条南１丁目８番地 0155－68－3266
幕別分校 089-0615 中川郡幕別町南町 81 番地１
0155－55－2121
北海道釧路鶴野支援学校
084-0924 釧路市鶴野 58 番 92 号
0154－57－9011
北海道中標津支援学校
086-1053 標津郡中標津町東 13 条北７丁目 15 番地２ 0153－72－6700
北海道夕張高等養護学校
068-0424 夕張市千代田７番地１
0123－56－5530
北海道美唄養護学校
072-0811 美唄市東７条南３丁目１番１号
0126－62－6511
北海道南幌養護学校
069-0232 空知郡南幌町緑町５丁目１番１号
011－378－2313
北海道札幌養護学校
004-0069 札幌市白石区東米里 2062 番地 10
※
白桜高等学園
共栄分校 061-1112 北広島市共栄 274 番地１
011－373－6859
北海道星置養護学校
006-0860 札幌市手稲区手稲山口 740 番地１
011－681－6500
ほしみ高等学園
北海道札幌伏見支援学校
064-8514 札幌市中央区伏見４丁目４番 21 号
011－520－5003
もなみ学園分校
005-0850 札幌市南区石山東３丁目４番１号
011－591－8811
北海道余市養護学校
046-0023 余市郡余市町梅川町 377 番地３
0135－23－7831
しりべし学園分校 048-0101 寿都郡黒松内町字黒松内 564 番地
0136－72－3903
北海道室蘭養護学校
050-0061 室蘭市八丁平３丁目７番 27 号
0143－45－8270
北海道平取養護学校
055-0107 沙流郡平取町本町 112 番地７
01457－2－3178
静内ペテカリの園分校 056-0023 日高郡新ひだか町静内ときわ町１丁目１番35 号 0146－43－2918
北海道七飯養護学校
041-1112 亀田郡七飯町鳴川５丁目 21 番１号
0138－65－7004
おしま学園分校 049-0282 北斗市当別 697 番地 55
0138－75－2717
北海道鷹栖養護学校
071-1233 上川郡鷹栖町北野西 3 条 2 丁目 1 番 1 号 0166－87－2279
北海道東川養護学校
071-1414 上川郡東川町新栄南１丁目２番５号
0166－82－4586
北海道稚内養護学校
098-6642 稚内市声問５丁目 23 番７号
0162－26－2292
北海道北見支援学校
090-0807 北見市川東 229 番１
0157－61－0071
北海道紋別養護学校
094-0021 紋別市大山町３丁目 14 番地
0158－23－9275
ひまわり学園分校 099-0622 紋別郡遠軽町生田原安国 302 番地２
0158－46－2171
北海道帯広養護学校
080-2475 帯広市西 25 条南２丁目７番３号
0155－37－6773
北海道釧路養護学校
085-0054 釧路市暁町 11 番１号
0154－25－3439
※ 北海道札幌養護学校白桜高等学園の出願に関わっては、札幌養護学校（011-896-1311）に問合せ
ください。

