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WEB 出願エントリー説明書 
 WEB 出願の画面イメージは、パソコンの画面でのイメージです。スマートフォン等での画面は一部見え

方が異なります。 

 この説明書では「推薦による選抜」を「推薦選抜」、「学力検査による選抜」を「学力選抜」と表記しま

す。 

WEB 出願エントリー期間 

 推薦による選抜 令和４年１２月１日（木） ～ 令和５年１月１１日（水） 

 学力検査による選抜 令和４年１２月１日（木） ～ 令和５年１月２０日（金） 

 帰国生徒特別選抜  令和４年１２月１日（木） ～ 令和５年１月２０日（金） 

 ※WEB 出願エントリーだけでは出願は完了しません。募集要項に記載の書類を中学校等を経由して、出

願書類受付期間中に必ず提出してください。 

準備していただくもの 

 □インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレット端末など 

 □プリンター ※自宅にない場合は、コンビニエンスストアを利用するか、中学校等又は本校へ相談してください。 

 □メールアドレス（ログイン ID登録） ※はじめてログイン ID を登録する方のみ。 

※迷惑メール対策をされている場合は「@e-shiharai.net」からのメールの受信を許可してください。 

 □クレジットカード ※検定料をクレジットカードでお支払いの方のみ。 

 □顔写真のデータ ※データを登録して印刷する方のみ 

 

※一定の時間操作がないとタイムアウトとなりますのでご注意ください。 

※登録内容にエラーがあった場合は、画面上部に赤字でエラー内容が表示されますのでご確認ください。 

※本説明書中の画像は編集中のものです。実際の画面の入力項目のとおり入力してください。 

手順① WEB 出願サイトにアクセスする 

本校ホームページ(https://www.tokuyama.ac.jp)にある「WEB 出願サイト」からアクセスします。 

※マイページをすでにつくられている方は手順③(5 ページ)へ進んでください。 

徳山高専 HP＞「入試情報」＞「出願手続・募集要項」＞「WEB 出願サイト」 

 

  

https://www.tokuyama.ac.jp/exam/info/youkou.html 
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手順② ユーザ登録 

 

(1) はじめての方は「はじめての方はこちら」をクリックし、マイページを作成してください。 

 
 

※他校の miraicompass サイトで mcID(共通 ID)として登録された ID をお持ちの方は、その ID にてログ

インが可能です。手順③(５ページ)へお進みください。 

 

 

(2) ユーザ ID として利用いただくご自身の受信可能なメールアドレスを入力し、「送信」ボタンを押し

てください。 
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(3) 入力したメールアドレス宛にユーザ登録用の確認コードが届きます。メールに記載された確認コー

ドを入力し、パスワード登録（本登録）を行ってください。 

 
 

(4) 「ログインへ」または「ユーザ情報登録へ」のどちらかをクリックします。ユーザ情報登録(志願

者情報登録)をしておくと、出願画面で再度入力する必要がなくなります。 

・「ユーザ情報登録へ」をクリックすると志願者情報入力画面に進みます。→ (5)(4 ページ)へ 

・「ログインへ」をクリックするとログイン画面に戻ります。→ 手順③(５ページ)へ 

 

※メールに記載された確認コードを入

力してください。 

 

 

 

※パスワードを設定してください。 

・文字数は[８文字以上 16 文字以下] 

・使用できる文字は[「半角英字」と「半

角数字」]です。どちらも組み合わせて

設定してください。 

・アルファベットの[大文字と小文字

を区別]しています。 

 

※mcID（共通 ID）として登録すると他

のミライコンパス導入校の ID として

も利用することができます。 

 

 

※登録後、入力されたメールアドレス

に登録完了の確認メールが届きます。 

メールアドレスが記載されます 

メールアドレスが記載されます 
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※ユーザ情報を登録する場合 

(5) 志願者情報入力画面で、志願者情報と保護者情報を入力し、「登録」をクリックします。 

 
 

(6) 登録内容を確認して「ログインへ」をクリックします。→ 手順③（５ページ）へ 
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手順③ 出願情報登録 

(1) 登録したメールアドレス（ID）とパスワードを入力し、ログインします。 

 

 

(2) 手順①(5)(6)でユーザ情報を登録した場合、志願者選択画面で登録した志願者を選択します。 

（登録していない場合はこのページは表示されません） 

 

 

(3) 「新規申込手続きへ」をクリックします。 

 

 

※出願用顔写真の登録は任意です。顔

写真をアップロードすると、写真票へ

の写真の貼付が不要になります。出願

用顔写真を登録する場合は、手順 A（15

ページ）へ進んでください。 
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(4) 入試区分を選択して「次へ」をクリックすると、規約が表示されますので、最後までスクロールして

確認してから「同意して次へ」をクリックしてください。 

 
 

 

(5) 出願情報入力画面で必要事項を入力してください。（志願者情報登録をしている場合は氏名等が事前

入力されているので確認してください） 

 「必須」と記載のある項目はすべて入力あるいは選択し、「試験選択画面へ」をクリックします。 

 

 

 

 

※推薦選抜を不合格となった場合に学

力選抜又は帰国生徒特別選抜を受験す

る方は、推薦選抜の登録のみしてくだ

さい。再受験時に改めて登録する必要

はありません。 

記入例：推薦選抜の場合 
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(6) 「入試区分」を確認し、「試験日」と「第一志望学科」を選択してください。学力検査の場合は「試

験会場」も選択してください。 

 ※出願情報入力画面で入力した第一志望学科と必ず同じ学科を選択してください。 

 選択したら内容を確認して「選択」をクリックしてください。 

  
 

(7) 出願情報の確認のため、「保存して中断する」をクリックします。 

 ※「お支払い画面へ」には進まず手順④ 申込内容の確認を続けて行います。 

 

 

(8) 「マイページへ」をクリックします。 

 

  

学力選抜の場合 

推薦選抜・帰国生徒の場合 
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手順④ 申込内容の確認 

 

(1) マイページ画面で「申込確認」をクリック。 

 
 

 

(2) 画面上で申込内容を確認し、間違いがなければ画面一番下の「申込内容確認書」をクリックしてくだ

さい。PDF ファイルがダウンロードされます。 

※訂正する場合は「戻る」をクリックし、申込履歴ページの「続きから」をクリックして修正してくださ

い。 

 
～～～～～～～～～～ 中 略 ～～～～～～～～～～～ 
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(3) ダウンロードされた PDF ファイルを確認してください。 

※必ず保護者、中学校等に確認してもらってください。中学校等への提出については、各学校の先生の指

示に従ってください。 

※確認にあたって印刷する場合、印刷の方法については手順 B(18 ページ)を参考にしてください。コン

ビニエンスストアで印刷することも可能です。 

 

 
 

入試区分を変更する場合 

入試区分（推薦選抜、学力選抜、帰国生徒特別選抜）を変更する場合、マイページから「キャンセル」

をクリックし、現在の入試区分での申し込みを取り消してください。 

その後、「新規申込手続きへ」をクリックし、正しい入試区分で再度手順③(5 ページ)から出願情報登

録をし直してください。 
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手順⑤ 検定料支払処理 

※中学校の先生に申込内容を確認してもらった後、以下の操作を行ってください。 

 

(1) メールアドレス、パスワードを入力してログイン後、「志願者を選択」してマイページを開きます。

マイページの「続きから」をクリックします。 

 

 

(2) 出願情報入力画面が表示されるので「試験選択画面へ」をクリックします。 

 

～～～～～～～～～ 中 略 ～～～～～～～～～ 
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(3) 試験選択画面の下部「お支払い画面へ」をクリックします。 

 

 

(4) お支払い方法を選択し「確認画面へ」をクリックします。 
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(5) クレジットカードの場合は必要事項を記入してください。 

 申込内容を確認し、全てにチェックをつけてから「上記内容で申込む」をクリックします。 

 ※これ以降はマイページから出願エントリー情報の変更ができなくなりますので十分ご注意ください。 

 

クレジットカードの場合 

確認して✓をつけてください。 
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(6) 送信が完了しました。「マイページへ」からマイページへ戻ってください。 

登録したメールアドレスへ、申込内容の確認のメールが届きます。 

コンビニエンスストアやペイジーでの支払いを指定した場合は支払いをしてください。 

 

  

クレジットカードの場合 
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手順⑥ 受験票と写真票の出力 

検定料の入金が確認されると、マイページに「受験票」のボタンが表示され、受験票の出力が可能にな

ります。 

(1)「受験票」をクリックします。 

 
 

(2)「「受験票」表示」をクリックして、PDF をダウンロードします。 

 

 

(3)ダウンロードした PDF ファイルの受験票を印刷します。→ 手順 B(18 ページ)へ 

(4)印刷した受験票と写真票を切り離し、写真票は中学校等へ提出してください。受験票は当日必ず持

参してください。中学校等を通して出願書類が本校へ提出されると、確認メールが登録したメールアド

レス宛に届きます。 
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手順 A 出願用顔写真の登録 ※任意 

マイページから出願用顔写真を登録できます。登録した場合、出力する写真票に写真が印刷されます。 

登録せずに、写真票にのり等で貼付しても構いません。 

 

(1) マイページにログインし、「出願用顔写真を登録する方はこちら」をクリックします。 

 

 

(2) 「顔写真アップロード」をクリックします。 
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(3) 写真の規定（サイズ、ファイル形式等）について、アップロード前に確認してください。確認後、

「写真の登録手続きへ進む」をクリックします。 

 

 

(4) 「ファイルの選択」をクリックし、登録する写真を選択し、「次へ」をクリックしてください。 

 

 

(5) 写真を編集します。選択した写真ファイルが表示されていますので、切り抜き範囲（赤い枠）を写真

に合わせてください。「切り抜きイメージを表示」をクリックすることで写真を確認してください。編集

が終わりましたら、「登録する写真をチェック」をクリックしてください。 
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(6) 登録する写真を確認して「写真を登録する」をクリックします。 

 

 

(7) 写真の登録が完了したので「マイページから出願手続きを行う」をクリックしてマイページに戻り

ます。 

※受験票・写真票を出力するまでの間、顔写真を変更することも可能ですが、受験票・写真票の出力後は

変更しないでください。 
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手順 B 「申込内容確認書」、「受験票・写真票」を印刷する方法 

※ Ａ4サイズ・白色用紙に印刷して下さい。 

 

１．家庭用プリンタで印刷する場合 

 パソコンやスマートフォンから PDF データをプリンタに送信することが可能な場合、お持ちのプリン

タで印刷できます。設定方法については、プリンタの取扱説明書をご確認ください。 

 

２．コンビニエンスストアで印刷する場合 

(1)マイページの「申込履歴」に表示されるプリント対象であるボタン（申込内容確認書を印刷したい場

合は「申込確認」、受験票・写真票を印刷したい場合は「受験票」）をクリックすると、ダウンロード画面

が出てきます。 

 

(2)画面左下にある「コンビニエンスストアでプリントする方はこちら」をクリックします。 

 

(3)プリント予約画面の「申込内容確認書」の予約へまたは「受験票」の予約へをクリックします。 

 
(4) 店舗選択画面で印刷するコンビニエンスストアを選択し、「次へ」ボタンをクリックします。 

 

(5) 利用規約を確認し「同意する」にチェックをしてから「プリントを予約する」をクリックします。 

 

(6) 予約完了画面の「プリント予約番号」を控えて、予約したコンビニエンスストア店舗の端末に入力

します。登録したメールアドレス宛にも予約番号がメールで届きます。（コンビニエンスストアの端末の

具体的な操作方法は各店舗で確認してください。） 


