
出願サイトにアクセス

メールアドレス(mcID)を登録

出願情報入力

「受験票」等の印刷、記入

書類の郵送

12月20日(日)以降、本校ホームページに「▶インターネット出願」
のボタンを設置します。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、同じメールアドレスをお使いください。

「雙葉中学校入学試験」を選択し、出願情報を入力してください。
出願期間前はここまで入力し「保存して中断する」ことができます。

出願期間【1月10日(日)10:00～1月17日(日)23:59】
になりましたら、受験料をお支払いください。お支払いには、クレジット
カード、コンビニ、ペイジー(金融機関ATM・ネットバンキング)をご利
用いただけます。お支払いには別途手数料が発生します。

マイページから「受験票」を印刷してください。一緒に印刷される「受
験票控え（学校送付用）」「宛名票」を切り離し、 「受験票控え
（学校送付用）」に保護者氏名、緊急連絡先を手書きでご記入
ください。 ※受験票は本校から発送しません

マイページへアクセス
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。ここで顔写真データをアップロードしてくだ
さい。同じ写真が「受験票」に印刷されます。

市販の角型３号（または２号）の封筒をご用意ください。切り離し
た「宛名票」を封筒表面に貼付して、「通知表のコピー」、「受験票
控え（学校送付用）」を郵便局窓口から簡易書留で本校に郵送
してください。（～1月20日(水)必着）

受験料お支払い

＜雙葉中学校 インターネット出願手続きの流れ＞

書類受領メール確認
書類が本校に到着し、受領が確認できましたら、登録されたメール
アドレスに受領メールが届きます。メールにはURLが記載されています
ので、URLも併せて必ずご確認ください。

「保護者証」の印刷
上記URLから「保護者証」を印刷し、「受験番号」「受験者氏名」を
黒字で大きくご記入ください。「保護者証」は保護者1名につき１枚
ご用意の上、お持ちください。

以上で、出願手続きが完了となります。試験日当日までに受領メールに記載されたURLから「入学試験案
内」、「保護者証」のダウンロードをし、ご準備ください。

出願にあたっては、顔写真データ、「通知表のコピー」または報告書（詳しくは募集要項参照）、送付用
封筒(角型２号または３号）をご用意ください。
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2021年度雙葉中学校出願 

 

≪インターネット出願手続きの流れ≫ 

 
本年度より、インターネット出願となります。窓口での出願はありません。インターネット出願のお手続きの

後、書類を郵送してください。 

 

＜出願日程＞ 

 
出願期間 2021年1月10日(日)10：00～2021年1月17日(日)23：59 

・ 事前に出願情報を入力しておくことができます。入力は12月20日(日)10：00から可能です。 

入力された内容は出願期間まで、保存しておくことができます。 

・ 出願期間になると、受験料のお支払いが可能となり、受験番号が発行されます。 

 

書類提出期間 2021年1月12日(火)～1月20日(水)必着（簡易書留） 

・ インターネット出願のお手続き後、受験票が印刷できるようになります。受験票と一緒に印刷される「受

験票控（学校送付用）」を通知表のコピー等とともにお送りください。 

 

＜ご用意いただくもの＞ 

 
はじめに必要なもの 

◆ インターネットにつながったパソコン・タブレット・スマートフォン 

・受験票の印刷等のためにＰＤＦ閲覧用ソフトをインストールしてください。 

・インターネットに接続できる環境をご用意いただくことが難しい方は、本校にご相談ください。 

◆ 登録用メールアドレス 

・登録いただいたメールアドレスは、手続き完了メール送信、入学試験の緊急連絡等にも利用します。 

・パソコン・スマートフォン・タブレット端末だけではなく、携帯電話のメールアドレスにも対応し

ています。 

・スマートフォン・携帯電話メールの迷惑メール対策をなさっている場合は、「@e-shiharai.net」の

受信を許可しておいてください。 

・１つのメールアドレスで姉妹の出願が可能です。 

 

出願情報入力時に必要なもの 

◆ 出願用顔写真データ（必須） 

・３か月以内に撮影された志願者の無帽上半身無背景の画像ファイルをご用意ください。 

・白黒、カラーは問いません。 

・受験時にメガネをかける予定の場合は、メガネをかけた状態で撮影してください。 

・データの形式・サイズなど詳しくはインターネット出願使い方ガイドの「写真アップロード手順」

（https://www.mirai-compass.jp.net/photo_guide/）をご覧ください。 

 

出願時に必要なもの 

◆ 受験料お支払い用クレジットカードなど（支払方法により必要なものは異なります） 

 

書類提出時に必要なもの 

◆ プリンター 

・受験票の印刷に必要になります。印刷は白黒でも構いませんが、その際は受験票と一緒に印刷され

る宛名票の「簡易書留」を赤ペン等で囲んでください。 

・コンビニエンスストアなどのプリントサービスも利用できます。 

◆ Ａ４サイズの白のコピー用紙 

・受験票の印刷には厚紙等ではなく、コピー用紙を使用してください。 

◆ 角型３号（Ｂ５サイズ）または２号（Ａ４サイズ）の封筒 

 ・市販のものをご用意ください。 

◆ 通知表のコピー、または報告書 

・６年生の成績と１２月までの出席状況が記載されていることをご確認ください。詳しくは募集要項

をご覧ください。 

https://www.mirai-compass.jp.net/photo_guide/
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＜インターネット出願の手順＞ 

 
はじめに 

出願サイトにアクセス 

・ 12月20日(日)以降、本校のホームページ（https://www.futabagakuen-jh.ed.jp/jsh/）の「受験生の皆様

へ」の「入試案内」のページに「▶インターネット出願」のボタンが表示されます。そちらをクリックし

て、出願サイトにアクセスしてください。「雙葉中学校のネット出願へようこそ」のページが表示されま

す。 

・ 出願サイト「雙葉中学校のネット出願へようこそ」のページをブックマーク等に登録し、２回目以降は本

校のホームページを経由せず、直接アクセスされることをお勧めいたします。 

 

メールアドレス（mcID）登録（初回のみ）  

・ 「はじめての方はこちら」よりメールアドレスをご登録ください。 

・ イベント予約や資料請求で既にメールアドレス（mcID）を登録している場合は、同じメールアドレス

（mcID）を使用してください。  

・ 本校以外のmiraicompassサイトでメールアドレスを共通ID（mcID）としてご登録済みの方は、再度のご登

録は不要です。「ログイン」より次へお進みください。 

・ 姉妹で出願の場合､１つのメールアドレスの登録でお２人以上の出願が可能です。 

 

出願情報入力【12月20日(日)10：00～1月17日(日)23：59 】 

マイページへアクセス 

・ 「雙葉中学校のネット出願へようこそ」より登録されたメールアドレス、パスワードを入力して「ログイ

ン」してください。姉妹で出願される場合にはログイン後、志願者を追加することができます。 

 

顔写真データのアップロード 

・ 顔写真の登録が必須となっています。「マイページ」の「出願用顔写真を登録する方はこちら」より顔写

真を登録してください。登録後、次の手続きにお進みいただけます。 

・ 登録された顔写真は、「受験票」を印刷した際に一緒に印刷されます。 

・ 本校以外のmiraicompassサイトで共通ＩＤ（mcID）としてご登録済みの方で、顔写真データをアップロー

ドされている場合は、再度のアップロードは不要です。 

・ ３か月以内に撮影された志願者の無帽上半身無背景の画像ファイルをご用意ください。 

・ 白黒、カラーは問いません。 

・ 受験時にメガネをかける予定の場合は、メガネをかけた状態で撮影してください。 

・ 詳しくはインターネット出願使い方ガイドの「写真アップロード手順」（ https://www.mirai-

compass.jp.net/photo_guide/）をご覧ください。 

 

入試区分選択 

・ 顔写真データのアップロード後、「マイページ」の「新規申込手続きへ」にお進みください。 

・ 入試区分で「雙葉中学校 入学試験」を選び「次へ」お進みください。 

・ 「規約同意確認」の画面が出てきますので、利用規約、個人情報取り扱いに同意の上、「同意して次へ」

お進みください。 

 

出願情報入力 

・ 志願者情報および保護者情報をご入力ください。 

・ 氏名等の漢字で、正しく登録できない文字がある場合は、チェックボックスにその旨のチェックを入れ、

簡易字体等に置き換えて入力してください。 

・ 「保護者氏名」は、２名分ご入力ください。フリガナ、漢字ともに姓名に欄が分かれていませんので、姓

と名の間にスペースをいれてご入力ください。 

・ 保護者の住所が志願者と異なる場合は、住所を都道府県名からお書きください。郵便番号は不要です。 

・ 「当日の緊急連絡先」には受験日当日に連絡のとれるお電話番号を２つお書きください。こちらも欄は１

つになっていますが、「電話番号」「電話に出られる方のお名前」「（志願者との続き柄）」「携帯、自

宅など」の４つの情報を続けてご入力ください。例をご参照の上、適宜スペースで区切ってご入力くださ

い。４つの情報がわかれば、記入の方法は例と同じでなくても構いません。電話に出られる方はご家族の

方であれば、保護者以外の方でも構いません。 

・ 備考欄には、「転居予定」「受験日当日心配される体調」などをお書きください。 
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試験選択 

・ 試験日が「2月1日」になっていることを確認して「選択」を押してください。 

 

※事前情報入力期間である12月20日(日)10：00～1月10日(日)9：59まではここまでになります。ご入力いただ

いた後、「保存して中断する」より、入力内容を保存してください。マイページの「申込確認」より、入力

した内容の確認ができます。 

※出願期間（1月10日10：00～）になりますと、「保存して中断する」の左に「お支払い画面へ」のボタンがで

ます。 

 

出願【1月10日(日)10：00～1月17日(日)23：59 】 

・ 1月10日10：00以降は志願者情報入力後、「お支払い画面へ」より、そのまま受験料のお支払いにお進み

頂けます。 

・ 受験料のお支払いが完了すると受験番号が発行され、支払い完了メールが届きます。ご確認ください。 

・ 受験料支払い方法を確定して申し込んだ後は、入力内容の誤りをインターネット上で訂正することはでき

ませんので、十分確認（必要があれば訂正）を行ってください。万が一、個人情報の入力に誤りを発見し

た場合は、本校までお問い合わせください。 

・ 事前に志願者情報入力をされていた方は、「マイページ」にログイン後、「申込履歴」の「続きから」を

押し、「志願者情報入力」画面で入力された内容に間違いがないことをご確認いただき、「試験選択画面

へ」を押してください。内容をご確認後、「お支払い画面へ」より受験料のお支払いへお進みください。 

 

お支払い方法の入力、お支払い 

・ ①クレジットカード決済、②コンビニ支払い、③ペイジー対応金融機関ATM支払い（現金）、④ペイジー

対応金融機関ATM支払い（カード・通帳）、⑤ペイジー（ネットバンキング）の５つから、ご希望のお支

払い方法を選択してください。 

・ お支払い方法により、事務手数料が異なります。必ずご確認の上、お申し込みください。 

・ 一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず返金できません。 

・ ①～⑤のお支払い方法の詳細は、お支払い方法を選択すると表示されます。以下も併せてご参照ください。 

 

①クレジットカードによるオンライン決済 

クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。 

クレジットカードによるオンライン決済にて、24時間、受験料の支払いが可能です。 

受験料のお支払いが即時に完了するので、コンビニなどへお支払いに行く手間が不要になります。 

支払いについては、志願者の保護者名義のクレジットカードを使用することができます。 

▼ご利用いただけるクレジットカード  

 

②コンビニレジでの支払い 

出願登録後、払込番号を控え、選択したコンビニレジにて支払いを済ませてください。支払い後に受け

取る「お客様控え」はご自身で保管してください。 

「お客様控え」はコンビニにより異なります。 

以下のコンビニにて、24時間、受験料のお支払いが可能です。 

▼ご利用いただけるコンビニ 

 

③④ペイジー対応金融機関ＡＴＭでの支払い（現金、カード・通帳） 

ペイジー対応金融機関ＡＴＭで支払いができます（ペイジーマーク    が貼ってあるＡＴＭでご利

用いただけます）。ただし、金融機関窓口でお支払いいただくことはできません。 

【注意事項】 

キャッシュカードをご利用の場合は、ＡＴＭ設置金融機関のキャッシュカードをご用意ください。

（例：ゆうちょ銀行の場合、ゆうちょカードのみご利用いただけます。）現金でのお支払いも可能です。 

ＡＴＭ操作途中で操作を取りやめ、異なる金融機関ATMにて再操作するとロックがかかります。ご注意く

ださい。 

 

▼ご利用いただける金融機関ＡＴＭ 

みずほ銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・三井住友銀行・千葉銀行・ゆうちょ銀行・三菱ＵＦＪ銀

行・横浜銀行・関西みらい銀行・広島銀行・福岡銀行・親和銀行・東和銀行・熊本銀行・京葉銀行・南

都銀行・足利銀行・七十七銀行・ＪＡバンク 
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フタバ タロウ フタバ ヨウコ

雙葉 太郎 雙葉 葉子

090-1234-5678 03-1234-5678
雙葉葉子（母）携帯 四谷次郎（祖父）自宅

志願者情報で入力した「保護者（１）」「保護者（２）」の氏名と、
「緊急連絡先①」「緊急連絡先②」の内容を欄外も使用して手書きで記入してください。

写真が
印刷さ
れます

写真が
印刷さ
れます

当日お持ちください
通知表のコピー等ととも
に郵送してください。

封筒の宛名面に糊付け
してください。

 

 

※ペイジー（Pay-easy）操作方法の詳細については https://www.pay-easy.jp/ をご覧ください。 

 

⑤ ペイジー（ネットバンキング）での支払い 

ペイジー対応金融機関ネットバンキングの手順・画面に関しては各機関で違いがあります。 ネットバ

ンキングの手順・画面に関するお問い合わせは、各金融機関へお問い合わせいただきますようお願いい

たします。 

 

※ここまでで、インターネット出願の入力操作が終了です。この後、下記の書類提出が必要です。 

 

＜書類提出の手順＞ 
 

書類提出【1月12日(火)～1月20日(水)必着】 

１．「受験票」を印刷（「受験票」には「受験票控（学校送付用）」、「宛名票」も一緒になっています） 

・ 出願サイトにアクセスし、ログイン後、「マイページ」より、「受験票」をご自宅やコンビニエンススト

ア等で印刷してください。用紙はＡ４サイズの白のコピー用紙を使用してください。厚紙などではなくコ

ピー用紙などの普通紙をご使用ください。 

・ 印刷された顔写真が不鮮明な場合は、再度写真をアップロードしなおすか、通常の写真を「受験票」およ

び「受験票控」のそれぞれに印刷された写真の上から剥がれないようにのり付けしてください。その際、

アップロードされた写真と同じ写真でなくても構いません。 

・ 「受験票」、「受験票控（学校送付用）」は、本校から発送しませんので、必ずご自宅やコンビニエンス

ストア等で印刷してください。 

・ 「受験票」、「受験票控（学校送付用）」、「宛名票」を切り離してください。「受験票」は受験日当日

忘れずにお持ちください。 

・ 入学手続時に「受験票」を確認するため、それまで各自で保管してください。 

・ 「受験票」は何度でも印刷可能ですが、個人情報がありますので取り扱いには十分ご注意ください。 

 

２．「受験票控（学校送付用）」の保護者氏名等を記入 

・ 「受験票控（学校送付用）」の空欄となっている「フリガナ」「保護者氏名」「緊急連絡先」の欄に出願

情報入力の保護者情報で入力した内容と同じ内容を手書きで記入してください。 

・ 「フリガナ」「保護者氏名」は左から、「保護者（１）」「保護者（２）」を記入してください。 

・ 「緊急連絡先」は左から「当日の緊急連絡先①」「当日の緊急連絡先②」を記入してください。欄が小さ

いので、欄外も使用して、「電話番号」「電話に出られる方のお名前」「（志願者との続き柄）」「携帯、

自宅など」の４つの情報をそれぞれご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フタバ タロウ フタバ ヨウコ

雙葉 太郎 雙葉 葉子

090-1234-5678 03-1234-5678
雙葉葉子（母）携帯 四谷次郎（祖父）自宅

保護者（１） 保護者（２）

緊急連絡先① 緊急連絡先②
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３．書類の郵送 

・ 角型３号（Ｂ５サイズ）または２号（Ａ４サイズ）の封筒をご用意いただき、「宛名票」を貼ってくださ

い。「宛名票」を白黒で印刷された場合には「簡易書留」の文字を赤ペンなどで囲ってください。 

・ 「受験票控（学校送付用）」「通知表のコピー、または報告書」を封入し、本校まで郵便局窓口から簡易

書留でお送りください（1月12日(火)～1月20日(水)必着）。 

・ 姉妹で出願する場合は、事務手続きの都合上、お手数ですが、それぞれ別の封筒を利用して送付してくだ

さい。 

・ 出願書類が本校に到着し、受領が確認できましたら、登録メールアドレスに出願書類受領のお知らせメー

ルを送信します。投函後１週間経ってもメールが届かない場合にはお手数ですが、本校事務室にお問い合

わせください。 

 

以上で、出願の手続きが終了となります。 

 

出願書類受領のお知らせメールに記載されているＵＲＬから本校ホームページをご覧になり、以下のご準備を

お願いいたします。 

 

試験当日までのご準備 
・ 出願書類受領のお知らせメールに記載されているＵＲＬより「入学試験案内」、「保護者証」をダウン 

ロードしてください。 

・ 「保護者証」はＡ４サイズの白のコピー用紙に印刷し、受験番号と受験生氏名を黒ペンで大きくご記入く

ださい。 

・ 保護者の方はおひとりにつき１枚「保護者証」を必ず持参してください。 

・ 面接終了予定時刻につきましてはお知らせメールに記載されているＵＲＬに１月下旬に掲載いたします。 

 

 

 

ご不明な点は、本校（０３－３２６１－０８２１）までお電話でお問い合わせください。 

受付時間は平日９時～１６時、土曜９時～１２時となっています。 

 

 

※システムに関するお問い合せは、出願サイト内右下の「お問合せ先」へご連絡ください。（24時間対応） 

 以下もご参照ください。 

 

 

 
〈インターネット出願 使い方ガイド〉 

インターネット出願 

https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/ 

 

写真アップロード手順 

https://www.mirai-compass.jp.net/photo_guide/ 

 

受験票コンビニ印刷手順 

https://www.mirai-compass.jp.net/print_guide/ 

  

https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/
https://www.mirai-compass.jp.net/print_guide/

