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親和中学校 2020年度入学試験 生徒募集要項 

「前期Ⅰ・Ⅱ、後期Ⅰ・Ⅱ、チャレンジ、急病等対応入試」 

 

 

■募集人数  約 210名・女子（総合進学コース約 150名  Ｓコース約 60名） 

        ＊多様性特別入試での募集を含む 

 

■出願資格  2020 年 3 月に小学校を卒業見込みの女子、または小学校を卒業した者と同等の学力があ

ると認められる女子（※出願に際し、「調査書」は必要ありません。） 

 

■検 定 料  20,000円（1出願につき） 

ただし、前期Ⅰ入試の出願者が前期Ⅱ（適性検査型）、後期Ⅰ、後期Ⅱいずれかの入試に出願

した場合、前期Ⅰ入試の検定料分 20,000円が減額されます。 

       【例】 

1） 前期Ⅰと前期Ⅱ（適性検査型）に出願 →20,000 円＋20,000 円－20,000 円(減額)＝

20,000円 

2） 前期Ⅰと後期Ⅰと後期Ⅱに出願→20,000 円＋20,000 円＋20,000－20,000 円(減額)   

＝40,000円 

3） 前期Ⅱ（適性検査型）と後期Ⅱに出願→20,000円＋20,000円＝40,000円 

         ※前期Ⅰ入試に出願しない場合、検定料は減額されません。 

 

■出願方法   WEB出願 （Webからのみの出願になります。） 

        ※別紙「インターネット出願手続きの流れ」もご参照ください。） 

 

【出願期間】 

◇前期Ⅰ・前期Ⅱ（適性検査型）・後期Ⅰ・後期Ⅱ 

2019年 12月 16日(月)12:00～2020年 1月 15日(水)12:00 

  [出願サイトオープン:2019年 12月 16日(月)] 

 

◇チャレンジ 

2020年 1月 21日(火)12:00～2020年 1月 25日(土)13:00 

       [出願サイトオープン:2020年 1月 21日(火)] 

 

 

本校窓口での WEB出願を希望される場合 

身近にインターネットの接続環境がない等の理由で WEB出願ができない場合、出願期間中に

ご来校いただき、登録・確認から検定料払込み・受験票出力等の作業（別紙「インターネッ

ト出願手続きの流れ」参照）を行っていただくことができます。必ず事前に下記まで電話で

ご連絡いただき、ご来校日時を調整のうえ、本校・事務局までお越しください。 

 

※本校・広報部直通:Tel.078-854-3835／受付時間 10:00～16:00 

（つながらない場合は、Tel.078-854-3800 <代表> へおかけください。） 

（日・祝日・学校休業日[2019年 12月 25日(水)]および年末年始[2019年 12月 27日 

(金)～2020年 1月 5日(日)]を除きます。） 



 

- 2 - 

 

※本校窓口での現金のお取扱いはできませんので、ご了承ください。 

 

 

出願に関する注意点 

・出願内容に不備がある場合は、受理できない場合がありますので、日程に余裕をもって  

出願してください。 

・受験上の配慮を要する場合は、出願前に必ず申し出てください。 

・WEB出願のシステム・操作に関しては、24時間のサポート窓口を設置しています。 

 詳しくは、出願サイトのメニュー右下の「お問合せ先」からご確認ください。 

 

外部会場について 

・2020年度入試では、[前期Ⅱ（適性検査型）入試]において、下記の外部（三宮）会場を設 

  定しています。 

 

三宮研修センター 

〒651-0085 

兵庫県神戸市中央区八幡通 4丁目 2-12 FRⅡビル 

（JR三ノ宮駅から南へ徒歩 5分。神戸市役所東正面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※WEB出願の際に、本校会場もしくは、外部(三宮)会場を選択してください。 

※本校会場と三宮会場では試験開始時刻・終了時刻が異なりますので、ご注意ください。 

（外部(三宮)会場は、全科目終了時刻が本校会場より 50分遅くなります。） 
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■入試日程など 

入試種別 前期Ⅰ入試 前期Ⅱ入試 

（適性検査型入試） 

後期Ⅰ入試 後期Ⅱ入試 

試験日 1月 18日(土) 1月 18日(土) 1月 19日(日) 1月 19日(日) 

募集コース 総合進学コース および Ｓコース 

試験科目 国語・算数 

（各 100点・50分） 

理科・社会 

（各 80点・40分） 

 

下記の(1)～(3)より、 

出願時に 1つ選択 

(1)4教科 

（国語・算数・理科・社会） 

(2)3教科 理科選択 

（国語・算数・理科） 

(3)3教科 社会選択 

（国語・算数・社会） 

 

※４教科受験者は、 

①・②のうちの 

 得点合計の高い方で 

判定します。 

① 国語・算数・理科 

3教科の得点合計 

② 国語・算数・社会 

3教科の得点合計 

[①・②とも 280点満点] 

 

※３教科受験者は、受験

した３教科の得点合計

で判定します。 

 [280点満点] 

 

 

 

 

 

 

言語的分野 

（100点・50分） 

数理的分野 

（100点・50分） 

 

※言語的分野は主

に国語的分野から、

数理的分野は主に

算数的分野から出

題します。知識だけ

では解けない、「見

つける力」「調べる

力」「まとめる力」

「発表する力」「考

える力」等を問いま

す。 

 

 

 

 

国語 

（50分） 

算数 

（50分） 

 

※Sコースは 

国語 100点、 

算数 100点、 

合計 200点満点の

合計点で判定しま

す 

 

※総合進学コース

は、 

①と②の合計点で

判定します。(200

点満点) 

①得点の高い方の

教科×1.5（150点

満点） 

②得点の低い方の

教科×0.5（50点満

点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国語 

（100点・50分） 

算数 

（100点・50分） 

 

 

合格発表 ・WEB上でのみ掲示＊ 

1月 20日(月)16:00～   

  

合格者への手続書類渡し 

1月 20日(月)16:00～18:30、1月 21日(火)9:00～12:00 

※受験票の提示が必要 

・Web上でのみ掲示＊ 

1月 21日(火) 

9:00～  

合格者への手続書類

渡し 

1月 21日(火) 

9:00～12:00 

※受験票の提示が必要 
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入学手続 

 

・WEBでの手続 

1月 20日(月)16:00 

～1月 21日(火)20:00 

・本校が指定する銀行口

座に入学金を納入 

1月 21日(火) 

9:00～15:00 

 

 

・WEBでの手続 

1月 20日(月) 

16:00 ～ 

1月 27日(月) 

20:00 

・本校が指定する銀

行口座に入学金

を納入 

1月 21日(火) 

9:00 ～ 

1月 27日(月) 

15:00 

・WEBでの手続 

1月 20日(月) 

16:00 ～ 

1月 21日(火) 

20:00 

・本校が指定する銀

行口座に入学金

を納入 

1月 21日(火)  

9:00～15:00 

・WEBでの手続 

1月 21日(火) 

9:00～20:00 

・本校が指定する

銀行口座に入学

金を納入 

1月 21日(火) 

9:00～15:00 

追加合格 追加合格を行う場合、下記の日時に、該当者に入学志願票に記載の緊急連絡先へ連絡いた

します。なお、追加合格確認の問い合わせには一切応じられません。 

p.5「◎移行合格について」もあわせてご確認ください 

 1月 21日(火)～19:00頃 

追加合格 

入学手続 

 1月 22日(水) 

9:00～15:00 

本校事務局へ     

入学金を持参 

 1月 28日（火） 

9:00～15:00 

本校事務局へ 

入学金を持参 

1月 22日(水)9:00～15:00 

本校事務局へ入学金を持参 

合格者登校

日 
2月 1日(土)10:00～12:00 本校講堂 保護者同伴 

入学者登校

日 
3月 21日(土)午前  本校講堂 保護者同伴 

＊学校内での合格者掲示は行いません。 

 

入試種別 チャレンジ入試 急病等対応入試 

試験日 1月 26日(日) 

募集コース 総合進学コース および Ｓコース 

試験科目 国語（100点・50分） 

算数（100点・50分） 

国語（100点・50分） 

算数（100点・50分） 

合格発表 ・WEB上でのみ掲示 1月 26日(日)16:00～   

合格者への手続書類渡し ※受験票の提示が必要 

1月 26日(日)16:00～19:00 

入学手続 ・WEBでの手続 

1月 26日(日)16:00～1月 27日(月)17:00 

・本校が指定する銀行口座に入学金を納入 

1月 27日(月)9:00～15:00  

合格者登校日 2月 1日(土)10:00～12:00 本校講堂 保護者同伴 

入学者登校日 3月 21日(土)午前  本校講堂 保護者同伴 
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◎問題の使用について 

総合進学コース・Ｓコースで問題を変更することはなく、同一問題を使用します。また、入試問題

は入試種別ごと（前期Ⅰ／前期Ⅱ（適性検査型）／後期Ⅰ／後期Ⅱ／チャレンジ入試）に作成します。 

＊チャレンジ入試と急病対応入試は同じ問題を使用します。 

 

◎移行合格について 

各入試種別において、Ｓコースを第 1志望コースとして出願された方が対象になります。 

・まずＳコースの合否判定をおこない、不合格と判定された場合は、次に総合進学コースでの合格 

 基準で合否判定をおこないます。そこで、総合進学コースでの合格基準に達している場合は、「総 

 合進学コースで合格」と判定し、合格通知を出します。 

・総合進学コースを第 1志望コースとして出願された方については、「移行合格」はありません。 

 

◎合格発表［追加合格を含む］について 

・本校では、受験されたすべての入試種別について合否判定をおこないます。 

・合格された方には、「受験票」を確認後、「合格通知書（入学手続書類を含む）」をお渡しいたします。 

 ｐ.3およびｐ.4「合格発表」の指定された時間内に必ず本校へお越しください。複数の入試種別で合格 

 された方は、すべての「合格通知書」を受け取ってください。 

・ｐ.6の奨学金に該当する受験生については、合格書類の中に書類を同封します。 

・郵送による通知は行いません。また、合否に関するお問い合わせには一切応じられません。 

 

◎ファミリー特典制度について 

以下の資格条件と入学試験条件を満たし入学した場合、入学金の半額（175,000円）を奨学金として給付

する制度です。 

  

◇資格条件／下記の①～③のいずれかに該当すること。 

 

 

 

 

 

  ◇入学試験条件 

 

 

・この特典制度は、合格を保証するものではありません。 

・この特典制度を利用する場合は、出願時に資格条件の申請が必要です。 

・前期Ⅰ入試を受験し不合格になった場合でも、その他の入試のいずれかに合格し、入学した場合は、こ

の特典制度を受ける資格があります。 

・合格して入学手続をする場合は、いったん入学金全額（350,000円）を納付いただき、入学後に半額分

（175,000円）を奨学金として給付いたします。（給付時期は 6月末頃） 

 

 

 

 

 

 

① 親和女子高等学校・親和中学校または親和女学校の卒業生である姉または母または祖母・曾祖母

がいる。 

② 親和女子高等学校・親和中学校に在籍している姉がいる。 

③ 親和女子高等学校・親和中学校に同時に入学する姉妹がいる（*２人目以降に適用） 

・前期Ⅰ入試を受験すること 
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◎親和中学校・親和女子高等学校 学習奨励奨学金制度について 

以下の条件を満たし中学に入学した場合、授業料の全額または半額相当を奨学金として給付する制度で

す。 

 

種類 内容 期間 条件 

Ａ奨学金／給付 年間授業料 全額 相当 6年間 
中学前期Ⅰ入試及び前期Ⅱ（適性検査型）入試  

学力考査における各成績上位 1名 

Ｂ奨学金／給付 年間授業料 半額 相当 6年間 

中学前期Ⅰ入試 学力考査における成績上位 5

名程度及び前期Ⅱ（適性検査型） 学力考査に

おける成績上位 10名程度 

 ※志望コースは問いません。 

 ※毎年、継続審査を行います。 

 ※この奨学金は、本校卒業生で旧職員でもある碁盤弘子氏より遺贈された寄付を基金として実施します。 

 

 

■時間割／試験当日の流れ・注意事項 

 

前期Ⅰ入試  4教科／3教科理科選択   受付 8:00～ 集合 8:30   

3教科社会選択      受付 8:50～ 集合 9:25   

9:00～ 

 9:40（40分） 

9:55～ 

 10:45（50分） 

11:00～ 

 11:50（50分） 

12:05～ 

 12:45（40分） 

理 科 国 語 算 数 社 会 

 

前期Ⅱ（適性検査型）入試   

   ※本校会場  受付 15:00～ 集合 15:30  

16:00～ 

16:50（50分） 

17:10～ 

18:00（50分） 

言語的分野 数理的分野 

※三宮会場  受付 16:00～ 集合 16:30  

16:50～ 

17:40（50分） 

18:00～ 

18:50（50分） 

言語的分野 数理的分野 

 

後期Ⅰ入試  受付 8:30～  集合 9:00   

 

9:40～ 

10:30（50分） 

10:50～ 

 11:40（50分） 

国 語 算 数 

 

後期Ⅱ入試  受付 14:30～ 集合 15:00  

 

15:30～ 

 16:20（50分） 

16:40～ 

 17:30（50分） 

国 語 算 数 
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チャレンジ入試および急病等対応入試  受付 8:30～ 集合 9:00 

 

9:40～ 

10:30（50分） 

10:50～ 

 11:40（50分） 

国 語 算 数 

 

※各入試とも試験終了後に、簡単なアンケート（10分程度）にお答えいただきます。 

アンケートは入試の合否に一切影響を与えるものではありません。 

 

 

■受験上の注意 

 

持ち物 

受験票、写真票、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル[HBまたは B]、消しゴム）、定規（三角定規は

可、分度器は不可）、コンパス、上履き、下履き袋、飲物、お弁当（必要な受験生のみ。） 

（注 1）文具類の当日の貸し出しはできません。 

（注 2）下敷きは使用できません。 

（注 3）携帯電話、スマートフォンは、試験会場への持ち込みができません。 

（注 4）電卓類、計算・アラーム機能のついた時計の考査室への持ち込みはできません。 

    （各考査室の前壁上部に時計があります。） 

 

当日の注意事項  

１．校内および学校周辺には駐車スペースがありません。公共交通機関をご利用ください。自家用車での来

校・送迎はご遠慮ください。 

２．各入試日とも、校門（正門）の開門時刻は、8:00を予定しております。 

３．校内は土足禁止ですので上履きをご用意ください。下履きは袋をご用意のうえ、各自で保管してくださ

い。 

４．遅刻・早退について 

申し込まれたすべての科目を受験しないと合否判定をしません。 

各入試（前期Ⅱ入試の三宮会場を除く）について、最初の受験科目の開始後 20 分以上遅刻した受験生

は、該当の試験を受験することができません（遅刻した場合は、受験できません）。 

前期Ⅱ入試の三宮会場には、最初の受験科目開始までに、受付を終了しないと受験することができませ

ん。 

５．昼食について 

・「前期Ⅰ入試」・[前期Ⅱ（適性検査型）入試］を続けて受験される方、または[後期Ⅰ入試]・[後期

Ⅱ入試]を続けて受験される方は、食堂・講堂で付き添いの方と持参されたお弁当をおとりいただく

か、いったん校外へ出てお食事をおとりください。 

・[前期Ⅱ（適性検査型）入試]のみ、または[後期Ⅱ入試]のみ受験される方で、食堂でお弁当をとられ

る場合は、13:00以降にお越しください。 

６．本校会場での付添の方は考査終了まで、講堂または食堂でお待ちいただけますが、考査終了まで受験生

との面会はできません。三宮会場には付添人控室はありませんので、解散予定時刻にお越しください。 

７．本校会場での当日の解散時間は考査終了 30分後を、解散場所はエントランスを予定しております。エ

ントランス内は混雑が予想されますので、付添の方はエントランス外でお待ちいただきますようご協
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力をお願いいたします。 

８．各入試の実施当日は、本校スクールバスの運行はありません。 

９．インフルエンザや他の伝染病疾患の対応について 

 １）予定どおり考査を受験される場合 

  ・試験前日までに発症した場合は、別室で受験できるよう準備しています。別室での受験を希望

される場合は、事前に本校事務局・入試係（Tel.078-854-3800）まで連絡してください。 

  ・試験当日に発症がわかった場合、または体調がすぐれないなどの理由で、別室での受験を希望

される場合は、当日 7:00 以降、当該入試の集合時間までに本校事務局・入試係（℡.078-854-

3800）まで連絡してください。 

  ・試験実施中に体調が悪くなった場合は、本校の教職員に申し出てください。 

２）[急病等対応入試]を受験される場合 

・[前期Ⅰ入試]に出願されている方が、インフルエンザや他の伝染病疾患のため受験が困難であると思

われる場合、その他緊急な事由で本校が妥当と認めた場合、[急病等対応入試]を受験することができ

ます。 

・「前期Ⅰ入試]を受験された場合は、[急病等対応入試]を受験できません。 

・[急病等対応入試]を希望される場合は、必ず前期Ⅰ入試の集合時間までに、本校事務局 入試係

（Tel.078-854-3800）まで連絡してください。前期Ⅰ入試の集合時間後にご連絡いただいても、

[急病等対応入試]は受験できません。 

・本校が妥当と認めた場合は、[急病等対応入試]の集合時間までに、本校が提出を求めた書類（診断

書等）と受験票、写真票を持参してください。 

・受験票及び写真票は、「前期Ⅰ入試]のものをそのまま使用します。 

・合否判定は、「前期Ⅰ入試]の合否基準に準じて行います。 

・あらためて検定料は徴収しません。 

 

※気象警報発令時および公共交通機関遅延時の対応について 

  気象警報が発令されている場合でも、予定どおり入試は実施します。ただし公共交通機関に遅れ

や運休が発生している場合は、開始時刻を遅らせる場合もあります。予定どおり入試が実施でき

ない場合の諸連絡は本校ホームページを通じておこないますので、ご注意ください。 

 

 

■合格者の手続、諸費用など 

 

入学手続（入学金の納入） 

入学金（350,000円）を WEB入金もしくは指定の銀行口座へ振込 

※WEB上の入金手続きについては、当該時期に本校ホームページに掲載予定の「インターネット入学金 

納入手続きの流れ」もあわせてご参照ください。 

※入試の種別によって手続期間や時間が異なりますので、ご注意ください。 

 

 

[前期Ⅰ入試] [後期Ⅰ入試] 

・Web上  

1月 20日(月)16:00～21日(火)20:00 

・本校が指定する銀行口座に入金 

1月 21日(火)9:00～15:00 
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[後期Ⅱ入試] 

・Web上  

1月 21日(火)9:00～20:00 

・本校が指定する銀行口座に入金 

1月 21日(火)9:00～15:00 

[前期Ⅱ（適性検査型）入試] 

・Web上  

1月 20日(月)16:00～27日(月)17:00 

・本校が指定する銀行口座に入金 

1月 21日(火)9:00～27日(月)15:00 

[チャレンジ入試] [急病等対応入試] 

・Web上  

1月 26日(日)17:00～27日(月)17:00 

・本校が指定する銀行口座に入金 

1月 27日(月)9:00～15:00 

 

・入学手続を銀行で行う場合は、合格通知書とともにお渡しする「振込依頼書」を使用し、銀行窓口でお

振込ください。なお振込額が 100,000円を超えていますので、各種健康保険証または運転免許証の提示

が必要になります。 

・複数の入試種別 [前期Ⅱ（適性検査型）入試を除く]において同一コースに合格された場合は、一番早

く受験された入試の受験番号が記載された「振込依頼書」で入学手続きをおこなってください。 

また、複数のコースで合格されている場合（［例］前期Ⅰ入試 → 総合進学コース、後期Ⅰ入試 → Ｓ

コース）は、入学を希望するコースの受験番号（または受験番号が記載された「振込依頼書」）で入学

手続をおこなってください。間違って入学手続きをおこなった場合、コース変更はできませんのでご注

意ください。 

・上記の期限内に入学金の納入がなかった場合は、入学資格を取り消します。 

・いったん納入された入学金は、いかなる場合でも返還できません。 

※追加合格で入学手続をおこなう場合は、納入期間等を別途ご案内させていただきます。なお入学手続関

係書類は、入学金納入時にお渡しします。 

 

合格者登校日  2月 1日(土) 

10:00までに、本校講堂に保護者同伴で登校してください。制服の採寸や学用品の購入を中心におこな

います。 

  当日、体調不良などの理由で登校できなくなった場合は、必ず電話でご連絡ください。 

 

入学者登校日  3月 21日(土)午前 

本校講堂に保護者同伴で登校してください。入学後の諸説明及び携帯電話に関する講演があります。 

  当日、体調不良などの理由で登校できなくなった場合は、必ず電話でご連絡ください。 



 

- 10 - 

 

入学後の諸費用（学費など）  

［年額表記］ 

 

学納金 

授業料    396,000円 

諸会費 

親友会費（生徒会）    8,400円 

施設整備費  180,000円 育友会費（保護者会）   10,800円 

教育充実費  102,000円 育友会費（防災備品費）  3,996円 

 

教材費 総合進学コース  45,000円 Ｓコース  45,000円 

旅行積立金 総合進学コース  65,000円 Ｓコース  160,000円 

※諸経費、教材費及び旅行積立金については、2019年度 中学入学者実績を記載しています。 

※旅行積立金・教材費は、年度・学年によって変動します。 

※Ｓコースについては旅行積立金に勉強合宿（中 2・中 3・高 1の計 3回）の約 100,000円を含みますが、

海外ホームステイ（中 3:1回）に約 400,000円が別途必要です。ただし、今後、為替相場の変動等で変

更になる場合もあります。 

 ※スクールバスを利用の場合は、別途、定期券または回数券の購入が必要です。 

    

 

諸費用 その他 

・入学後の諸費用の納入については、3 か月分ずつ年 4 回（4 月・7 月・10 月・1 月）にわけて保護者指

定の口座より引き落とします。 

・入学後、本学園の中学校または高等学校に姉妹で在学の場合、妹の施設設備費は 108,000円（年額）に

なり、育友会費は 5,400円（年額）になります。 

・中学校から本学園の高等学校へ進学する際に、入学金 230,000円が必要です。 

 

個人情報の取り扱いについて 

 本校では「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に取り扱うように対応しています。 

 入学志願書等に記載された個人情報は、合格発表［追加合格を含む］等の連絡をはじめ、入学された後の

校内での教育等で使用するデータ作成の基礎資料として使用いたします。また、入学後は汲温会（同窓会）

の準会員となります。会員登録等に個人データを提供させていただくことになりますが、個人情報の安全管

理は本校と同様の措置を講じております。なお、入学された志願者の願書等は卒業まで本校で保管し、入学

されなかった志願者の願書等につきましては、本校で厳正に処分いたします。 

 

入試内容や出願内容に関する問い合わせ先 

 

 

 

 

〒657-0022 神戸市灘区土山町 6-1 

TEL (078)854-3835（広報部直通）【受付時間 平日・土曜日 10 時～16時】 

※つながらない場合は、TEL(078)854-3800（代表）へおかけください。 

※日・祝日・学校休業日[2019年 12月 25日(水)]および年末年始[2019年 12 月 27日(金)～ 

2020年 1月 5日(日)]は対応できません。 

 

 

http://www.kobe-shinwa.ed.jp/ 



インターネット出願手続きの流れ

１．インターネットで出願できる入試および利用期間

2．インターネット出願を行う環境について

対象入試 利用開始 利用終了

前期Ⅰ・前期Ⅱ（適性検査型）入試

後期Ⅰ・後期Ⅱ 入試

英語入試・プレゼンテーション入試

2019/12/16
（12：00）

2020/1/15
（12：00）

チャレンジ入試
2020/1/21
（12：00）

2020/1/25
（13：00）

パソコン、スマートフォン、タブレットから出願サイトにアクセスすることができます。

出願後、受験票をご自宅などで印刷していただきますので、プリンターをご用意く

ださい。プリンターがご自宅にない場合、コンビニエンスストア（以下、コンビニ）

でも印刷することが可能です。コンビニでの印刷方法は、出願サイトの画面下部

にある『よくある質問』を参照してください。

また、インターネットへ接続する環境およびプリンターをお持ちでない場合は、本

校のパソコン・プリンターをご利用いただけますので、本校までお問合せください。

お問合せ先：本校広報部 Tel.078-854-3835 ／ 10：00～16：00

※日・祝・学校休業日[2019/12/25（水）]および年末年始

[2019/12/27（金）～2020/1/5（日）]を除きます。

※つながらない場合は、Tel.078-854-3800 へおかけください。

1

＜別紙＞



インターネット出願サイト

ID(メールアドレス)登録

出願情報入力

受験票印刷／顔写真貼付

募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに
出願サイトへリンクするバナーを設置します。
そちらから出願サイトへ移動してください。

メールアドレスをIDとして登録してください。
緊急時にもすぐ確認いただけるメールアドレスを登
録してください。イベント予約等で既にメールアドレ
ス（mcID）をご登録済みの方は、そちらのIDを
お使いください。

志願者情報を入力し、出願する試験を選択して
ください。

受験料のお支払には、クレジットカード、コンビニ、
ペイジー(金融機関ATM)をご利用いただけます。
また、お支払には別途手数料が発生します。

受験料お支払い完了後、マイページから受験票
を印刷し、写真票に顔写真を貼付してください。
顔写真データをアップロードされた方は写真票など
の写真貼付欄に印刷されます。

ログイン／マイページ
登録したメールアドレスを使ってログインしてください。
マイページが表示されます。
顔写真データがある方は、ここでアップロードすると、
受験票（写真票）に顔写真が印刷されます。

出願手続きは以上となります。（※調査書は必要ありません）
試験当日、受験票と写真票を必ず持参してください。

※受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅等で印刷し、受験生の顔写真を貼付
のうえ受験票と写真票を試験当日お持ちください。顔写真データをアップロードされた方は、
写真の貼付は不要です。

支払方法選択

＜インターネット出願手続きの流れ＞
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