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上野学園高等学校 Web出願の手引 

本校では本年度より、インターネットによる Web 出願を実施いたします。  

出願登録・出願は１月６日（水）から可能です。 

説明会（※）の申込み等でマイページ登録をされた方は、その時のメールアドレスとパスワードをお使いください。 

Web 出願手続きの全体の流れ

事前のご準備について 

下記①〜⑤をご用意ください。 

① インターネットに接続されたパソコンまたはスマートフォン、タブレット

ご家庭にインターネット環境がない場合は、以下の期間内に本校のパソコンをご利用いただくことも可能です。

【校内対応日】

1月7日（木） ～ 各試験のＷＥＢ入力期間〆切日まで

時間： 9：00 ～ 16：30 ※日曜日は除く  〆切日当日は15時まで

※事前にご連絡の上、ご来校ください。

② A4サイズが印刷できるプリンタ

受験に必要な「入学願書・受験票」を印刷します。

ご家庭にプリンタがない場合は、スマートフォンやUSBメモリを使ってお近くのコンビニエンスストアのマルチコピ

ー機で印刷できます。
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③ 利用可能なメールアドレス

アドレスをお持ちでない場合は、Gmailのアドレスを取得してください。メールアドレスの取得は無料です（本手引

の最終ページに取得方法を掲載）。志願者が多産子（双子など）で複数名いる場合は、それぞれにメールアドレ

スが必要です。

＜本校中学入試と高校入試のどちらにも出願される保護者様へ＞ 

本システムでは、1人につき1つのメールアドレスの登録が必要です。 

ご兄弟で中学入試、高校入試を受験される場合は、それぞれ別のメールアドレスをご登録ください。 

④ PDFデータを開くためのアプリケーション

Adobe社の「Adobe Acrobat Reader」、「Adobe Reader」を推奨します。

⑤ 証明写真 ２枚

入学願書・受験票に 1 枚ずつ貼付する必要があります。

※出願３カ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽のもの。

※背景は無地に限ります。

※個人が特定しづらいものは使用できません
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ユーザー登録の手順

1. 本校のホームページへアクセスします

「Web出願」のバナーをクリックすると 

Web出願のトップページへ移動します。 

2. ユーザ登録（ユーザ ID と個人情報、パスワードの登録）を行います

※説明会の申込などで、既に登録がお済みの方は、8ページの⑧へお進みください。

① 初めてユーザ登録を行う方は、「利用規約に同意

して新規登録」をクリックします。
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② ご自分のメールアドレスを入力し、「送信」ボタンをクリックしてください。

クリックすると、入力したメールアドレスに確認メールが

届きます。 

③ 届いた確認メールを開いてください。

ユーザ登録用 URLをクリックしてください。

本登録画面に移動します。 
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④ 本登録画面にて志願者情報、パスワードを登録してください。

 と表示されている項目は省略できません。 

お通いの中学校は 

都道府県を選択後、学校名を入力し「学校検索」をクリックし

てください。検索結果に候補の中学校が表示されますので、

該当する中学校を選択してください。 

学校が表示されなかった場合は、 

「学校名を入力します」にチェックを入れて 

学校名を入力してください。 

ご家族の中に本学卒業生がいる場合は、選択してください。 

志願者と保護者の方の住所が同一の場合は、 

「志願者の住所をコピー」にチェックをいれてください。 

マイページのパスワードを半角英数字 8 文字以上で設定して

ください。※"'$()|`[]*<> などはエラーになります。 

必須項目をすべて入力できましたら「入力内容を確認する」ボ

タンをクリックしてください。

氏名にパソコンで表示できない文字がある場合は 

「あり」にチェックをいれてください。 
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⑤ 登録内容の確認画面です。入力内容に間違いがないか確認してください。

正しく登録できていればページ下部の「登録する」ボ

タンをクリックしてください。

⑥ ユーザ登録の完了画面になります。「トップへ」ボタンをクリックします。

⑦ 再度、最初のページに戻りますので、今度は「ユーザ登録済みの方」の「ログイン」ボタンをクリックし、登録した ID

（メールアドレス）とパスワードを入力し「３．出願手続き」へお進みください。

マイページ登録をした端末以外の端末からでも、いつでもどこでもログインできます。
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⑧ 説明会の申込などで、既に登録がお済みの方は「ユーザ登録済みの方」の「ログイン」ボタンを

クリックしてください。

⑨ 説明会の申込で登録されたメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

⑩ マイページにログインすると、登録されたメールアドレスが受信できる状態にあるかを確認する

注意文が表示されます。

出願するにはメールアドレスの確認が必要です。ここを

クリックしてくだい。

の指示に従い、該当箇所をクリックしてください。 

10分以内に登録されているメールアドレス宛に「【Web出

願システム】メールアドレス存在確認」メールが届きま

す。 
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※クリック後表示が下記のように変わります。

⑪ メールに記された URLをクリックしてメールアドレスの確認を完了させてください。

⑫ これでメールアドレスの確認が完了しました。

9 ページの「3.出願情報の登録」へお進みください。

※1/6（水）の出願開始までは「出願する」ボタ

ンをクリックできません。
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出願手続きの手順 

3. 出願手続き

① マイページの「普通科に出願する」か「音楽科に出願する」ボタンをクリックします。

② 受験する入試を選択します。

「入試の選択」より 

入試区分、コース、を選択してください。 

※一般入試で、「2 月 10 日・2 月 12 日（両日）」を選択され

る場合は検定料は 2 回分となりますのでご注意ください。 

※一般入試は、「2 月 10 日」・「2 月 12日」でそれぞれ別々

のコースを選択できません。また一般入試の申し込みは一

度申込みを完了すると、追加出願できません。 

2 日間共に受験をご希望の場合は、「2 月 10 日・2 月 12日

（両日）」を必ず選択してください。 
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③ 志願者情報の確認

ユーザ登録で入力されている情報が表示されま

す。入力内容に間違いがないかをご確認くださ

い。 

正しく登録されている時は、「次へ」ボタンをクリ

ックしてください。 

④ アンケート

アンケートにご回答ください。

尚、このアンケートは、今後の広報活動の参考

とするもので入試の合否とは一切関係ありませ

ん。 

⑤ 入力内容が全て正しい場合は「受験料お支払画面へ」ボタンをクリックしてください。
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4. 受験料のお支払いについて

① 「お支払い方法の選択」で「クレジットカード」または「コンビニエンスストア」を選択します。

▼決済料と事務手数料について

入学検定料 ＋ 事務手数料 

クレジットカード ／ コンビニエンスストア

22,000 円 ＋ 583 円（税込） 

30,000 円 ＋ 756 円（税込） 

44,000 円 ＋ 1,058 円（税込） 

お支払い方法を選択するとさらに入力項目が表示さ

れます。 

「クレジットカード決済」を選択された方は、画面の指

示に従ってカード情報を、「コンビニエンスストア決

済」を選択された方は、支払いに行くコンビニエンス

ストアを選択し、「確認画面へ」ボタンをクリック。

＜クレジットカード決済 入力画面＞ 
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＜コンビニエンスストア決済 入力画面＞ 

② 「お支払い方法の確認」画面が表示されます。

内容に間違いがなければ「出願手続きを確定する」ボタンをクリックしてください。

↓クレジットカード決済 確認画面 

「出願申し込み確定」ボタンをクリックすると、出願手

続きが確定されます。 

確定後は、入力内容の変更や出願の取り消しをイン

ターネット上では行えません。

↓コンビニエンスストア決済 確認画面 

「出願手続き確定」ボタンをクリックすると、出願

情報が確定されます。 

確定後は、入力内容の変更や出願の取り消しを

インターネット上では行えません。
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③ 「出願申込完了」画面が表示されます。

↓クレジットカード決済 出願手続き完了画面 

受験料のお支払が完了していますので、 

マイページから「入学願書・受験票」を印刷して

ください。 

↓コンビニエンスストア決済 出願手続き完了画面 

決済方法で「コンビニエンスストア決済」を選択

された方は、「決済ベンダ受付番号」と「電話

番号」が表示されますので、期限内に選択さ

れたコンビニエンスストアでお支払いください。 

※選択されたコンビニエンスストア以外では

お支払いはできません。

※ご登録のメールアドレス宛にも、同様の情報

が送信されます。
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5. 入学願書・受験票の印刷

① 受験料のお支払いが完了するとマイページの「出願履歴」の右端に「印刷ページ」ボタンが現れます。

※コンビニエンスストア決済を選択され、実際にお支払いを完了すると、10 分以内にマイページに「印刷ペー

ジ」ボタンが表示されます。 

② 入学願書、受験票それぞれの印刷ページが表示されます。

「入学願書PDF」ボタンをクリックすると、PDF データが立ち

上がります。 

「受験票PDF」ボタンをクリックすると、PDF データが立ち上

がります。 
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↓入学願書・受験票イメージ 

A４サイズの白い用紙に印刷してください。 

※カラー、モノクロのどちらでも可
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6. 必要書類の郵送

Web出願サイトのトップページ「必要書類」をご確認の上、 

出願する入試に必要な書類を同封の上、簡易書留にて郵送してください。 

※宛名ラベルをご用意しています。

A4 サイズで印刷した宛名ラベルを、市販の角２号サイズの封筒に貼り付けてご使用ください。

7. 試験当日に受験票を持参

以上で出願は完了です。 
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メールアドレス（Gmail）の取得方法

① Yahoo!や Googleの検索エンジンで「gmail」と検索し、一番上に表示される

「Gmail-Googleの無料ストレージとメール」をクリックしてください。

② 「アカウント作成」をクリックします。

③ 必要な項目を入力します。

「ユーザー名」で入力した文字列が「@gmail.com」の前に

つきメールアドレスとなります。 
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④ メールアドレスが作成されました。

「Gmailに移動」ボタンをクリックしてメールを開始します。
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