
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  

 

      

    

  

2023年度 中学校 インターネット出願ガイド 

出願用の顔写真をデータ登録できます 希望しない場合は｢新規申込手続きへ｣のブロックをご覧ください。 

出願用顔写真を登録（任意） 

すでにお持ちの顔写真データを写真

票に貼付することができます。 

希望される場合はこのボタンを押し

てください。 

データ登録をしない場合は 

新規申込手続きへを押して「入試区

分選択」に進んでください。 

 

顔写真アップロードを押してくだ

さい。 

写真の規程はこちらを 

クリックしてください。 

 

 

 

 

 

貼付できる写真の条件です。事前に確認してください。 

写真の登録手続きへ進む 

を押します。 

このガイドは出願サイトのイメージをご覧いただく

ためのものです。正式なサイトの画面と文言等が異

なる場合がありますのでご了承ください。 

ID の登録 

ホームページのネット出願「中学校」を選択すると 
この画面が立ち上がります。 
 はじめての方はこちら  をクリックして、画面に 
従い ID を登録してください。 

ID の登録の際に設定したメールアドレスとパスワード

を入力してログインを押します。 



  
     

 

 

    

   

      
 

 

 

            
 

 

貼付する写真データを指定します。 

ファイルを選択を押します 

トリミングした部分の写真が表示されます。 

写真を登録する 

を押します。 

確認する方はこちらで 

写真を確認できます。 

確認ができたら新規申込手続きへ 

を押します。 

写真のデータ登録はこれで完了です。 

選択した写真データを写真票の 

サイズにトリミングします。 

赤い枠内が写真票に貼られます。 

マイページから出願手続を行う

を押します。 

写真の登録が完

了しました。 



 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                                                                                

[STEP１] 入試区分選択 

プルダウンで「一般入試（第 1 回・第 2 回・第 3 回）」を

選択します。 

 次へ  を 
クリックします。 

[STEP２] 出願情報入力 

受験生の基礎データ（氏名・生年月日・住所・電話番号・

出身校等）を項目に従って入力してください。 
赤字表示の項目は必須項目です。入力漏れがあると次のペ

ージに進めませんので注意してください。 

郵便番号を入力して 住所検索 

すると、当該の住所が表示されま

す。続いて、番地や建物名、部屋

番号などを、もれなく入力してく

ださい。 

入試区分選択・出願情報入力・試験選択 出願用写真をデータ登録しない場合はここから手続きをしてください。 

 新規申込手続きへ  を 
クリックします。 

規約同意確認 
規約が表示されるので最後までスクロールして 
お読み頂き、同意して次へをクリックします。 

 試験選択画面へ  を 
クリックします。 

受験生に続いて保護者の方の基礎データ

（氏名・住所・電話番号等）を入力して

ください。 

帰国子女の方はチェックしてください。 

親族に在学生・卒業生

がいる場合は入力して

ください。 

出身校については

プルダウンで所在

地の都道府県・市

町村・学校名を選

択してください。 



                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

      
 

 

 

 

 [STEP３] 試験選択 

 
試験日：プルダウンでいずれかの試験日を選択。 

・２月１日（第１回 ２科・４科選択入試） 
・２月２日（第２回 女子美 自己表現入試） 
・２月３日（第３回 ２科入試） 

２月１日（第１回）を選択した場合は 
「２科」「４科」のいずれかを選択します。 

選択した入試制度・試験日・科目他が表示されます。

内容を確認の後 選択 をクリック。 

併願する場合 ＜２つ目の登録（例）＞ 

プルダウンで２つ目の試験と科目を選択します。 

１つ目に選択した試験内容は 
ここに表示されています。 

「選択」を押すと下段の「現在選択中の試験」の欄

に２つ目の入試の表示が移ります。 

受験する試験の選択が完了したら 
検定料支払い前に念のため内容を確認します。 
 保存して中断する をクリックします。 

表示内容を確認の後 
 選択 をクリック。 

併願する場合 ＜３つ目の登録（例）＞ 

プルダウンで３つ目の試験と科目を選択します。 

表示内容を確認の後 
 選択 をクリック。 

１つ目・２つ目に選択した試験内容は 
ここに表示されています。 

「選択」を押すと下段の「現在選択中の試験」の欄

に３つ目の入試の表示が移ります。 

不明な点は よくある質問 を参照してください。 
全てのページのラストにボタンがあります。 

※「第１回」「第２回」「第３回」の間で併願する場合この画面で繰り返し「試験日」「科目」を選択してください。 

同じページの下段「現在選択中の試験」 
の欄に表示が移ります。 



     
 

 

       

 

 

 

 マイページへ をクリックして 
マイページを立ち上げます。 

 申込確認 をクリックします。 

申込内容確認書を

クリックすると申

込内容を PDF で印

刷する事ができま

す。下が確認書の

イメージです。 

※検定料の納入は 

１月２１日(土)から開始となります。 

納入開始日前はこのページより先は表

示されません。 
納入開始日以降に新たにマイページを

立ち上げ、検定料を納入後 
「受験票（写真票を含む）」を 
出力してください。 



                                                      

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

検定料の納入手続き １月２１日(土) 以降  マイページを立ち上げ、以下の手続きを行ってください。 

「申込内容確認」画面で内容が確認できます。 
※「第１回」「第２回」「第３回」の間で 

併願する場合 

申込履歴には選択した全ての入試が 

印字されます。 

既に入力が完了している 
「出願情報入力画」が開

きます。 

既に入力が完了している 
「試験選択画面」が開きます。 

ここから支払いの手続きになります 
 お支払い画面へ をクリック。 

再度、申込画面に入ります。 
 続きから をクリックします。 

「試験選択画面へ」を押します。 



       

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

「検定料」が表示されます。 

[STEP４] お支払い方法の入力 

お支払い方法を以下の何れかから選択します。 
・「クレジットカード」 
・「コンビニエンスストア」 
・「ペイジー・金融機関 ATM（現金）」 
・「ペイジー・金融機関 ATM（カード・通帳）」 
・「ペイジー（ネットバンキング）」 

 確認画面へ を

クリック。 

[STEP５] 出願情報の確認 

「試験名」「検定料」「手数料」、選択した 
「お支払い方法」が表示されます。 

※「クレジットカード」 

でお支払いの場合 

 

クレジットカードの「種類」「番号」 
「セキュリティーコード」「有効期限」 
を入力すると支払い完了です。 
メールでも同様のお知らせを送信します。 

顔写真をデータで登録した場合は 
「志願者顔写真」に表示されます。 

全てのデータを確認したら 
「チェックボックス」に 
チェックを入れます。 

[STEP６] 送信完了 

基礎データ・検定料のお支払い方法についてデータの送信

が終わりました。 
クレジット支払の場合はこの時点で支払いが完了していま

すので、「受験票(写真票・送付状を含む)」を出力してくだ

さい。 
 

 上記内容で申し込む  をクリック。 



   
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

「検定料の納入と受験票（写真票を含む）」の印刷  選択した方法で検定料を納入した後、「受験票」を印刷します。 

「検定料支払い完了メール」 
検定料の支払いが完了するとメールアドレスに

「検定料支払い完了メール」が届きます。 

「受験票」の印刷 
検定料支払い後、マイページを開きます。 
マイページには検定料をお支払い頂いた「決済完了日」が表示されています。 
 
 
  受験票  をクリック。 

「受験票」を出力します 

※「コンビニエンスストア」で 

お支払いの場合。 

「払込票番号」の他、手続き方法が通知さ

れます。 
コンビニによって手続き方法が異なります

ので、手続き方法に従って、コンビニ窓口

またはコンビニ店頭端末から手続きを行っ

てください。 
メールでも同様のお知らせを送信します。 

詳しいお支払い方法については 

 よくある質問 ボタンから 

「支払いについて」→ 

「支払い方法について知りたい」 

をご覧ください。 

詳しいお支払い方法については 

 よくある質問 ボタンから 

「支払いについて」→ 

「支払い方法について知りたい」 

をご覧ください。 

※「ペイジー」でお支払いの場合。 

（金融機関 ATM・ネットバンキング」 

通知される「収納機関番号」 
「お客様番号」「確認番号」を使って 
お支払いください。 
メールでも同様のお知らせを配信します。 



 

 

 

 

 

 

 

                                                 

                                                 

 

 

 

 

写真票 

これで出願手続きは完了です。 
試験当日の持ち物など、詳細は「生徒募集要項」で確認してください。 

「報告書」「写真票」の送付 

 「受験票」表示  をクリック。 
受験票の PDF がダウンロードされます。 

Ａ４サイズの白い紙に左の票を出力してください。 

併願する場合は出願した全ての受験票が出力されます。 

受験番号・氏名・選択した入試の種類が印字されています

ので確認してください。 

 

出願締切日 １月３０日(月) 郵送必着 
 

「受験票」が出力できても、まだ手続きは完了していませ

ん。「報告書」と「写真票」が本校に到着した時点で出願

完了となります。出願締切日までに到着するよう、余裕を

持って手続を行ってください。 

キリトリ線で「受験票」「写真票」を 
切り離してください。 

「写真票」は「報告書」と一緒に本校へ送ってください。 
送付の際は「生徒募集要項」の 14 ページにある「宛名状」を封

筒に貼って、郵便局の窓口から「簡易書留」で送ってください。 
写真を貼る場合は、はく離した際に確認できるよう、裏面に氏名

を記入した上で貼付してください。 
「受験票」は試験当日に持参してください。 

受験票 

「受領証」 
「報告書」と「写真票」が本校に到着した後、 
「提出書類受領のお知らせ」をメール配信します。 
担任の先生に「受領証」の提出が必要な場合は 
この通知を出力してお渡しください。 


