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◆概要

●学校法人軽井沢風越学園

設立日 2019年10月31日

理事長 本城慎之介

所在地 長野県北佐久郡軽井沢町発地 1278-16

設置校
軽井沢風越幼稚園（幼稚園）
軽井沢風越学園（義務教育学校）

●軽井沢風越幼稚園

園長 岩瀬直樹

定員 各学年24名

その他

登園時間：8時15分から8時30分
降園時間：15時
＊お子さんの様子を共有し合うため、送迎をお願いします。
＊14時までが通常保育時間、14時から預かり保育です。15時以降の延長保育は　あり
ません。
＊水曜日は14時に降園です。
＊夏休みなど、長期休み期間中の預かり保育は実施いたしません。
＊義務教育学校への進学時には改めて出願が必要です。

●軽井沢風越学園

校長 岩瀬直樹

定員 各学年35名

その他
登校時間：8時15分から8時30分
下校時間：15時30分
＊水曜日は13時30分に下校です。
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●学園生活について

通学

通学範囲は特に指定しておりません。
最寄りのバス停は「風越公園」です。校舎まではそこから徒歩で10分程度かかります。
＊寮の併設、スクールバス運行の予定はありません。
＊小学生の自転車通学は安全上の観点から認めていません。中学生の自転車通学は
許可制により認めています。

昼食 お弁当の持参です。給食は実施していません。

制服、運動着、
上履き、鞄など

幼稚園、義務教育学校ともに指定の制服や運動着、上履き、鞄等はありません。

小学生の
学童保育

学童保育はありません。
軽井沢町内在住の場合、公立小学校に併設されている学童保育（放課後子ども教室）は
事前登録の上、利用可能です。

中学生の部活動
学校が主体となる部活動は実施していませんが、子どもたちが中心となり、バレーボー
ル・バドミントン・野球など小学生や保護者を含めて異年齢の活動が始まっています。

出願にあたって

①
病気、障害を理由に応募をお断りすることはありません。
風越学園では障害のあるなしに関わらず、その子にとって必要な支援を考えて学びや生
活を進めることを目指しています。現状では、特別支援学級の設置や個別に支援員をつ
ける体制はとっていません。
子どもたちへのサポートは、地域や家庭との連携が重要と考えています。一方で、地域の
サポート機関は、首都圏と比較して選択肢が少ない状況であることも、あらかじめご理解
ください。
参考記事：https://kazakoshi.ed.jp/kazenote/dandan/19610/

②
軽井沢風越学園では、スタッフ同士で日々の実践をふり返り改善していくことにくわえて、
大学などの研究機関や地方自治体などと連携した実証的な研究を行うことを構想してい
ます。これは、軽井沢風越学園の教育実践を外部の方々に開き、公教育のこれからを広
く議論するために、大切なことであると考えています。本学園に出願される方は、この趣
旨に基づき、関係者による参観や写真撮影・記録などが日常的に行われることをご承知
おきください。詳細については、入園・入学に際して改めてご案内します。

③
軽井沢風越学園の特徴や共有したい価値観については、ホームページの記事（かぜ
のーと）でご紹介しています。なるべくすべての記事を読んだ上で出願ください。
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◆2023年度募集要項

軽井沢風越幼稚園 軽井沢風越学園

対象

2023年4月1日時点で3歳または4歳の子ど
も
（2018年4月2日〜
　2020年4月1日生まれ）

2023年度に小1または中1になる子ども

募集人数
年少 24名
年中 若干名
※年長の募集はありません

義務教育学校1年生　35名
義務教育学校7年生　15名
※2〜6年生の募集はありません

応募資格
１）2023年4月から通園・通学できること
２）2023年4月に通園・通学可能な地域に居住していること

出願

出願日程：
2022年9月22日（木）9時～9月24日（土）15時

出願方法：
Web出願サイト（https://lsg.grapecity.com/kazakoshi/App/Account/Login）からの出願とな
ります。
出願予定の方は、事前に上記のURLから志願者（お子さん）の情報をご登録ください。　

検定料：
2万円（クレジットカード決済のみ）

選考方法

１）書類選考
　Web出願サイトにて、基本情報の他、対象の学年に応じて以下について保護者の方に記述し
ていただきます。ご家族でよく話し合いの上、出願ください。

（選考課題１）全員対象
お子さんと保護者自身のことについて、ここまでのお子さんの育ちや親として子育て
の葛藤についても含めて教えてください。（2,000文字程度）

（選考課題２）新1年（風越幼稚園在園児除く）・新7年
現在通っている保育園・幼稚園・小学校の方針や担任の先生の指導方針をどう受け止
めているか教えてください。（1,000文字程度）

（選考課題３）幼稚園・新1年（風越幼稚園在園児除く）・新7年
かぜのーと記事「風越ワークショップは、どんな場だったのか」を読んでください。
そのうえで、お子さんが25歳になった頃どうあってほしいか願っていることを、別紙（「出願の流
れ」16ページ）にリストアップされている言葉、または自由記述で３つ挙げ、どうして軽井沢
風越学園を選んだ
のかを教えてください。（1,000文字程度）

（選考課題４）全員対象
軽井沢風越学園について知っていく中で、疑問や不安に思ったことはなんですか？そ
れはどのようにすると解消しそうですか？（1,500文字程度）

２）最終選考
　　・保護者選考（オンライン面接）：11月1,2,4日（火,水,金）のいずれか
　　・子ども選考（校舎で実施）：11月12日（土）

＊兄弟姉妹で同時出願の場合も考慮せずに選考いたします。また検定料および授業料等の兄弟姉
妹割引はありません。
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選考日程

１）書類選考
9月26日（月）〜10月13日（木）に出願書類をもとに書類選考を実施し、結果は
10月14日（金）にWeb出願サイトにて発表いたします。

２）最終選考
書類選考通過者のみ、以下の日程で開催いたします。個別の日時変更のご希望はお受け
しかねます。

保護者選考（オンライン面接）：11月1,2,4日（火,水,金）のいずれか
子ども選考（校舎にて実施）：11月12日（土）

詳細は書類選考通過者にご案内します。ただし、新型コロナウイルスの状況によって変更
の可能性があります。

＊最終選考の結果通知は、11月18日（金）にWeb出願サイトにて発表いたします。

入園金
入学金

軽井沢風越幼稚園入園金：10万円
軽井沢風越学園入学金　：20万円

＊合格発表後、11月25日（金）までにクレジットカードまたは銀行振込にて、入金していただき
ます。
＊入金後、入園・入学を辞退なさる場合、返金はありません。

学費等

軽井沢風越幼稚園
授業料　年額54万円
施設費　年額10万円
教材費　年額2万4000円
＊幼児教育・保育の無償化の対象となりま
す。詳細は、入園者にご案内します。

軽井沢風越学園
授業料　年額60万円
施設費　年額10万円
教材費　年額3万円
＊授業料等減免制度をご活用できます。

＊学費等のお支払い方法は、入園・入学者にご案内します。
＊その他、別途実費がかかる可能性があります。
＊指定の制服、体操服、上履き、鞄などはありません。

予定
・12月中旬：入園・入学許可書を送付します。
・2023年4月以降の予定については、入園・入学者にご案内します。
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◆出願と選考について

2023年度の入園・入学の願書は、Web出願サイトからのみ受付いたします。

授業料等減免制度の利用をご希望の方は、別途申込書の郵送が必要ですので、軽井沢風越学園のホー
ムページから申込書をダウンロードのうえ、9月26日（月）必着でお申し込みください。

＊Web出願サイト　https://lsg.grapecity.com/kazakoshi/App/Account/login
＊授業料等減免制度のご案内　https://kazakoshi.ed.jp/campus/scholarship/

●Web出願サイトに関するお問い合わせ

Web出願サイトの操作方法に関するお問い合わせは、ログオン後のページ右下＜お問合せ＞（図①参照）か
らお願いします（チャット、メール）。

（図①Web出願の操作方法に関するお問合せ）
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●Web出願の手順について

下の枠内のA、B、Cのどの状態に該当するかをご確認の上、必要なWeb出願の手順に進んでください。
A)    Web出願サイトのユーザー登録が済んでいない方
→「手順１．志願者の事前登録」へ

B)    Web出願サイトのユーザー登録が済んでいるが、兄弟姉妹等の志願者登録が済んでいない方
→「手順２．志願者追加」へ

C)    Web出願サイトのユーザー登録が済んでいる方
→「手順３．出願申込」へ

手順１．志願者の事前登録

（手順1－1）
Web出願サイト（https://lsg.grapecity.com/kazakoshi/App/Account/login）にアクセスし、＜
初めての方はこちら＞より、志願者（お子さん）の情報をご登録ください（図②参照）。

（手順1－２）
画面（図③参照）に従って必要な情報を登録してください。登録する氏名・生年月日は志願者
（お子さん）の情報をご記入ください。登録されるメールアドレスは、「@contact.grapecity.com
」と「@kazakoshi.jp」からのメールが受信できるよう設定をご確認ください。携帯電話・スマート
フォンのメールアドレスは推奨しません。

（手順1－３）
志願者が一人の方は「手順３．出願申込」に進んでください。
志願者が複数いる方は「手順２．志願者追加」に進んでください。

（図②Web出願サイトトップページ） （図③志願者登録画面）

手順２．志願者追加
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（手順２－1）
複数志願者がいる場合は＜志願者追加＞（図④参照）をクリックしてください。

（手順２－２）
今年度志願する兄弟姉妹・双子等の情報をご登録ください。（図⑤参照）。なお、登録情報の
誤りは＜志願者情報編集＞および＜志願者削除＞から修正可能です。

（手順２－３）
すべての志願者の追加が終わったら、「手順３．出願申込」に進んでください。

（図④志願者追加） （図⑤追加する志願者の情報登録）

手順３．出願申込（9月22日（木）9時〜9月24日（土）15時）

（手順３－１）ログオンから出願者の写真登録
1. 登録したメールアドレス・パスワードでログオン（図⑥参照）
2. ＜出願＞をクリック（図⑦参照）
3. ＜新規申込手続き＞をクリック（図⑧参照）
4. ＜写真管理＞から志願者（お子さん）の写真を登録（図⑨参照）。複数人出願される場合

は、志願者と写真が一致していることをご確認ください。

（手順３－２）出願する試験の選択
出願する試験を選択（図⑩参照）。願書が表示されます。

（手順３－３）願書入力
画面に従って、「志願者情報」、「保護者情報」、「アンケート（選考課題）」、「合理的配慮」を入
力してください。（図⑪-1、⑪-2、⑪-3参照）

　　　　 ※「アンケート（選考課題）」は保護者の方が記入してください。

　　　　　　　※合理的配慮について
選考および入学後に保護者・お子さんに合理的配慮が必要な場合のみ、ご記入くださ
い。

（手順３－４）願書の申込
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＜次へ＞をクリックし（図⑪-3参照）、入力内容をご確認の上、＜上記内容で申込＞をクリック
してください。

（手順３－５）兄弟姉妹等の出願　
複数人の志願者（お子さん）が出願する場合は＜新規申込手続き＞（図⑧参照）からお申し込
みください。

（手順３－６）検定料のお支払い画面へ
すべての志願者の情報登録が完了したら、「手順４．検定料のお支払い」に進んでください。

手順4．検定料のお支払い（9月24日（土）17時まで）

　　＜お支払い＞（図⑫-1参照）をクリックし、検定料をお支払いください。クレジットカード決済のみとなり
ます。複数人が出願している場合は、志願者を選択（図⑫-2参照）するとまとめてお支払いが可能で
す。

※検定料のお支払いは、9月24日（土）17時までです。お支払いが確認できない場合は、出　願辞退と
見なしますので、ご注意ください。

※検定料のお支払い後の情報修正はWebサイト上からはできません。情報を修正したい場合は、
ao@kazakoshi.jp までお問い合わせください。

以上で、出願申し込みは完了です。
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（手順３－１）
（図⑥ログオン画面） （図⑦出願）

（図⑧新規申込手続き） （図⑨写真管理）

（手順３－２）
（図⑩出願する試験の選択）

10



（手順３－３）（手順３－４）
（図⑪-１志願者情報入力）

（図⑪-2選考課題入力）
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手順４　
（図⑫-1検定料のお支払い）

（図⑫-2複数人志願者がいる場合）
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●合否の確認および受検票について

（書類選考の合否確認）
書類選考の合否はWeb出願サイトで10月14日（金）15時以降にご確認いただけます。

Web出願サイト（https://lsg.grapecity.com/kazakoshi/App/Account/login）にログオンして、＜合否照
会＞（図⑬、⑭参照）からご確認ください。

（書類選考に合格した場合）
書類選考に合格した方は、図⑬の＜出願＞をクリックし、＜受検票の印刷＞（図⑮参照）を行ってくだ
さい。受検票（図⑯参照）に最終選考の日時が記載されていますのでご確認ください。最終選考の日
時の変更は承れません。

（最終選考の合否確認）
最終選考の合否はWeb出願サイトで11月18日（金）15時以降にご確認いただけます。

Web出願サイト（https://lsg.grapecity.com/kazakoshi/App/Account/login）にログオンして、＜合否照
会＞（図⑬、⑭参照）からご確認ください。

授業料等減免制度の採択についても最終選考の合否と同時にご確認いただけます。

（図⑬合否の照会、受検票の印刷）

（図⑭合否の照会）
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（図⑮受検票の印刷）

書類選考通過者のみ、表示されます。

（図⑯受検票）
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●入園・入学のお手続きについて

最終選考の合否通知後、入園金・入学金を11月25日（金）までに銀行振込またはクレジットカードでお支払いく
ださい。お支払いに際して、志願者（お子さん）の受検番号が必要です。

銀行振込先の情報は合格者にのみ、お知らせします。クレジットカードでお支払いの場合は、Web出願サイト
の＜入学金手続き＞（図⑰参照）から決済が可能です。いずれも手数料は、ご負担ください。

なお、期日までの入金が確認できない場合は、入園・入学の辞退と見なしますので、ご注意ください。

（図⑰入園金・入学金手続き）

Web 出願サイトの操作に関するお問い合わせ
＜　　本紙p.6参照　　＞

選考全般に関するお問い合わせ
＜　　ao@kazakoshi.jp　　＞

以上
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芸術的

行動的

善良

根性がある 親切

効率的

正義感が強い 独立心が強い

負けず嫌い

自己表現ができる

自己主張ができる

起業家精神が旺盛

ユーモア

好奇心旺盛

みんなから可愛がられる

創造的

勉強がよくできる

愛想がいい

国際感覚が豊か

頭の回転の早い

従順

テクノロジーに精通している

楽観的

批判精神がある

人の注目を浴びる

冒険心がある 友達が多い

一流を目指す

理性的

革新的

保守的

冷静

協調性がある

寛容

地道

何事も早くやれる

明るい
陽気

慎重

よく気がきく

ユニーク

忠実

素直

正直

勇敢

健康で体力がある

野心的

リーダーシップを発揮する

子どもが２５歳になった頃、子どもにはどうあってほしいと願っていますか？

社交的

競争心がある

責任感がある

公平

アイディア旺盛

根気がある

のんびり

ごきげん

のんびり
博識

温厚

平凡

直観的

おおらか

人懐っこい 人望がある

清貧

礼儀正しい

積極的

大雑把

単純

柔軟

心が広い

控え目

腰が低い

穏やか

家庭的

意欲的

寡黙

よく笑う

マイペース

へこたれない
まじめ

器用

好きなもの・ことがある

別紙




