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その際、三菱総研

2018 年度より聖光学院中学校入学試験は、全てインターネットを通じて出願していただ
ます。 
その際、三菱総研

使って出願をしていただくため、
ます。１つのユーザー

 
まずは、インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
PC などから

いません。聖光学院のトップページ
 

https://mirai

すべての画面はテス

STEP 1 その際、三菱総研 DCS

年度より聖光学院中学校入学試験は、全てインターネットを通じて出願していただ

その際、三菱総研 DCS
使って出願をしていただくため、

１つのユーザーID

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
などから、下記 URL

。聖光学院のトップページ

https://mirai-compass.net/usr/seikogj/common/login.jsf

画面はテストサ

STEP 1 ユーザーDCS 株式会社様

年度より聖光学院中学校入学試験は、全てインターネットを通じて出願していただ

DCS 株式会社
使って出願をしていただくため、

ID で、複数回出願、兄弟の出願を⾏うことができます。

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
URL にアクセスしてください。

。聖光学院のトップページ

compass.net/usr/seikogj/common/login.jsf

トサイトの

ユーザーID様(http://www.dcs.co.jp/

年度より聖光学院中学校入学試験は、全てインターネットを通じて出願していただ

株式会社様(http://www.dcs.co.jp/
使って出願をしていただくため、mirai compass.

で、複数回出願、兄弟の出願を⾏うことができます。

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
にアクセスしてください。

。聖光学院のトップページ(http://www.seiko.ac.jp/

compass.net/usr/seikogj/common/login.jsf

のものです）

ID の作成
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年度より聖光学院中学校入学試験は、全てインターネットを通じて出願していただ

http://www.dcs.co.jp/
mirai compass.®のユーザー

で、複数回出願、兄弟の出願を⾏うことができます。

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
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http://www.seiko.ac.jp/
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のユーザーID

で、複数回出願、兄弟の出願を⾏うことができます。

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
にアクセスしてください。下の QR

http://www.seiko.ac.jp/

compass.net/usr/seikogj/common/login.jsf

の mirai compass.

年度より聖光学院中学校入学試験は、全てインターネットを通じて出願していただ

)の mirai compass.
ID を作成していただく必要があり

で、複数回出願、兄弟の出願を⾏うことができます。

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
QR コードを読み取りいただいても構

http://www.seiko.ac.jp/)からも移動することができます。

compass.net/usr/seikogj/common/login.jsf 

compass.®のシステムを

年度より聖光学院中学校入学試験は、全てインターネットを通じて出願していただ

mirai compass.®

を作成していただく必要があり
で、複数回出願、兄弟の出願を⾏うことができます。 

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
コードを読み取りいただいても構
からも移動することができます。
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年度より聖光学院中学校入学試験は、全てインターネットを通じて出願していただいて

®のシステムを
を作成していただく必要があり

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
コードを読み取りいただいても構
からも移動することができます。

 

のシステムを 

てお

システムを
を作成していただく必要があり

インターネットに接続できるパソコン、スマートフォン（以下、スマホ）及びタブレッ
コードを読み取りいただいても構
からも移動することができます。 
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※mirai compass.®の mcID を既にお持ちの⽅は、STEP２へとお進みください。 
前ページの「はじめての⽅はこちら」というボタンを押すと、下記画面に移り、ユーザーID 作成
の⼿続きが始まります。 
 

 

 
画面の指示に従って、ユーザーID を作成してください。 
 
※ユーザーID の作成については下記 URL(右 QR コード)にアクセスしていただく 
と mirai compass.®の説明サイトへ移動することができます。 
 
http://www.mirai-compass.jp.net/nygk/ 
 

 



 

その際、三菱総研

 

登録いただいた
必ず利用規約・募集要項を
また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出
ログインページのブックマークをおすすめします。
 

受験生
（双子

 

その際、三菱総研

登録いただいた
必ず利用規約・募集要項を
また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出
ログインページのブックマークをおすすめします。

受験生を選択
双子の兄弟

 

STEP 2その際、三菱総研 DCS

登録いただいたユーザー
必ず利用規約・募集要項を
また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出
ログインページのブックマークをおすすめします。

選択する画面に
兄弟のいる⽅は

 

STEP 2 マイページへのログインDCS 株式会社様

ユーザーID(メールアドレス
必ず利用規約・募集要項をご確認のうえ出願⼿続きを進めてください
また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出
ログインページのブックマークをおすすめします。

になります
はこの画面

  

マイページへのログイン様(http://www.dcs.co.jp/

メールアドレス
ご確認のうえ出願⼿続きを進めてください

また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出
ログインページのブックマークをおすすめします。

すので、選択
画面からの登録

マイページへのログイン
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メールアドレス)とパスワードを打ち込み、ログインをしてください。
ご確認のうえ出願⼿続きを進めてください

また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出
ログインページのブックマークをおすすめします。 

選択してくだ
登録になりま

マイページへのログインhttp://www.dcs.co.jp/)の

とパスワードを打ち込み、ログインをしてください。
ご確認のうえ出願⼿続きを進めてください

また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出

ださい。 
ます。） 

マイページへのログイン の mirai compass.

とパスワードを打ち込み、ログインをしてください。
ご確認のうえ出願⼿続きを進めてください。 

また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出

mirai compass.®のシステムを

 

とパスワードを打ち込み、ログインをしてください。

また、ブラウザの機能を使ってページを戻ったりなどしますと、エラーが出ることがありますので、

 

のシステムを

 

とパスワードを打ち込み、ログインをしてください。

ことがありますので、

 

のシステムを 

とパスワードを打ち込み、ログインをしてください。 

ことがありますので、



 

その際、三菱総研

 

 

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
データをご用意ください。ページ上で
 

・正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）
・ご本人のみが写っているもの
・JPEG
・推奨の画像サイズは横幅が「

が「
・低画質ではないもの（横幅が「
・アップロードできるデータのファイルサイズは
 

 

 

 

写真データのご準備ができましたら、
というボタン
 

その際、三菱総研

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
データをご用意ください。ページ上で

正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）
ご本人のみが写っているもの
JPEG 形式、または
推奨の画像サイズは横幅が「
が「3:4」の割合
低画質ではないもの（横幅が「
アップロードできるデータのファイルサイズは

写真データのご準備ができましたら、
というボタン

STEP 3その際、三菱総研 DCS

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
データをご用意ください。ページ上で

正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）
ご本人のみが写っているもの

形式、または PNG
推奨の画像サイズは横幅が「

」の割合 
低画質ではないもの（横幅が「
アップロードできるデータのファイルサイズは

写真データのご準備ができましたら、
というボタンを押してください。

STEP 3 出願用顔写真の登録DCS 株式会社様

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
データをご用意ください。ページ上で

正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）
ご本人のみが写っているもの 

PNG 形式の画像データ
推奨の画像サイズは横幅が「450

低画質ではないもの（横幅が「
アップロードできるデータのファイルサイズは

写真データのご準備ができましたら、
を押してください。

出願用顔写真の登録様(http://www.dcs.co.jp/

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
データをご用意ください。ページ上で写真の一部分を

正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）

形式の画像データ
450 ピクセル」

低画質ではないもの（横幅が「250 ピクセル」以上、縦幅が「
アップロードできるデータのファイルサイズは

写真データのご準備ができましたら、マイページ
を押してください。 

出願用顔写真の登録
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全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
写真の一部分を

正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）

形式の画像データ 
ピクセル」 、縦幅が「

ピクセル」以上、縦幅が「
アップロードできるデータのファイルサイズは 3MB

マイページの「出願用顔写真を登録／確認する⽅はこちら」

出願用顔写真の登録 http://www.dcs.co.jp/)の

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
写真の一部分を切り取ること

正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）

、縦幅が「600

ピクセル」以上、縦幅が「
3MB まで 

の「出願用顔写真を登録／確認する⽅はこちら」

の mirai compass.

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
ることもできます。

正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの）

600 ピクセル」で、横幅と縦幅の⽐率

ピクセル」以上、縦幅が「250 ピクセル」以上のもの）

の「出願用顔写真を登録／確認する⽅はこちら」

mirai compass.®のシステムを

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真
もできます。 

正面を向いたご本人の顔がはっきり確認できるもの（顔に影がないもの） 

ピクセル」で、横幅と縦幅の⽐率

ピクセル」以上のもの）

 

の「出願用顔写真を登録／確認する⽅はこちら」

のシステムを

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真

ピクセル」で、横幅と縦幅の⽐率

ピクセル」以上のもの）

 

の「出願用顔写真を登録／確認する⽅はこちら」

のシステムを 

全ての申込⼿続の前に、出願用顔写真を登録していただく必要があります。以下の条件に合う写真

ピクセル」で、横幅と縦幅の⽐率

ピクセル」以上のもの） 

の「出願用顔写真を登録／確認する⽅はこちら」



 

すると、出願用顔写真エリアが開くので、
 

次の画面で
 

次の画面で、「ファイルを選択」のボタンを押してください。

すると、出願用顔写真エリアが開くので、

の画面で、「写真登録⼿続きへ進む」のボタンを押してください。

次の画面で、「ファイルを選択」のボタンを押してください。

すると、出願用顔写真エリアが開くので、

、「写真登録⼿続きへ進む」のボタンを押してください。

次の画面で、「ファイルを選択」のボタンを押してください。

すると、出願用顔写真エリアが開くので、

、「写真登録⼿続きへ進む」のボタンを押してください。

次の画面で、「ファイルを選択」のボタンを押してください。

すると、出願用顔写真エリアが開くので、「

、「写真登録⼿続きへ進む」のボタンを押してください。

次の画面で、「ファイルを選択」のボタンを押してください。
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「顔写真アップロード

、「写真登録⼿続きへ進む」のボタンを押してください。

次の画面で、「ファイルを選択」のボタンを押してください。

顔写真アップロード

、「写真登録⼿続きへ進む」のボタンを押してください。

次の画面で、「ファイルを選択」のボタンを押してください。 

顔写真アップロード」のボタンを押してください。

、「写真登録⼿続きへ進む」のボタンを押してください。 

 

のボタンを押してください。

 

 

のボタンを押してください。

 

のボタンを押してください。 



 

データを選択する画面になりますので、出願に使うものを選択してください
もので、
 

 

ファイルが選択されたら、「次へ」のボタンを押してください。
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もので、Mac

ファイルが選択されたら、「次へ」のボタンを押してください。
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Mac やスマートフォンなどを使った場合は、別の選択画面になります

ファイルが選択されたら、「次へ」のボタンを押してください。

データを選択する画面になりますので、出願に使うものを選択してください
やスマートフォンなどを使った場合は、別の選択画面になります

ファイルが選択されたら、「次へ」のボタンを押してください。

データを選択する画面になりますので、出願に使うものを選択してください
やスマートフォンなどを使った場合は、別の選択画面になります

ファイルが選択されたら、「次へ」のボタンを押してください。

6 

データを選択する画面になりますので、出願に使うものを選択してください
やスマートフォンなどを使った場合は、別の選択画面になります

ファイルが選択されたら、「次へ」のボタンを押してください。
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ファイルが選択されたら、「次へ」のボタンを押してください。

データを選択する画面になりますので、出願に使うものを選択してください
やスマートフォンなどを使った場合は、別の選択画面になります

ファイルが選択されたら、「次へ」のボタンを押してください。 

 
データを選択する画面になりますので、出願に使うものを選択してください(画面は

やスマートフォンなどを使った場合は、別の選択画面になります)。 

 

画面は Windows
 

 

Windows の



 

(下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

写真を編集し、「登録する写真をチェック」ボタンを押してください。
 

※無帽・正面・背景無しのお一人の写真をご登録ください。
※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。
※写真の登録し直しは何度でも可能です。
※

 

下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

写真を編集し、「登録する写真をチェック」ボタンを押してください。

※無帽・正面・背景無しのお一人の写真をご登録ください。
※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。
※写真の登録し直しは何度でも可能です。
※どのように編集しても、

 

下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

写真を編集し、「登録する写真をチェック」ボタンを押してください。

※無帽・正面・背景無しのお一人の写真をご登録ください。
※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。
※写真の登録し直しは何度でも可能です。

どのように編集しても、

 

下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

写真を編集し、「登録する写真をチェック」ボタンを押してください。

※無帽・正面・背景無しのお一人の写真をご登録ください。
※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。
※写真の登録し直しは何度でも可能です。

どのように編集しても、自動的に

  

下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

写真を編集し、「登録する写真をチェック」ボタンを押してください。

※無帽・正面・背景無しのお一人の写真をご登録ください。
※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。
※写真の登録し直しは何度でも可能です。

自動的に横幅と縦幅の⽐率が「
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下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

写真を編集し、「登録する写真をチェック」ボタンを押してください。

※無帽・正面・背景無しのお一人の写真をご登録ください。
※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。
※写真の登録し直しは何度でも可能です。 

横幅と縦幅の⽐率が「

下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

写真を編集し、「登録する写真をチェック」ボタンを押してください。

※無帽・正面・背景無しのお一人の写真をご登録ください。 
※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。

横幅と縦幅の⽐率が「3:4

下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

写真を編集し、「登録する写真をチェック」ボタンを押してください。 

 
※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。

3:4」の割合になります。

下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています

 

※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。

になります。

下の写真は「ジェントルペンギン」という聖光学院公式マスコットを使っています) 

※受験当日に眼鏡等を身につける場合は、同様の状態の写真をご登録お願いいたします。 

になります。 



 

写真が適切ではない可能性がある場合は上の画面のようなお知らせが出ます。
間違えた場合は、「戻る」のボタンを押してください。
 

※コンピューターが自動で、「無帽・正面・背景無し・１人」の条件から外れるものをチェック

 
今回は
 
よろしければ、「写真を登録する」というボタンを押してください。
 

※写真の登録し直しは何度でも可能です。
 
 

写真が適切ではない可能性がある場合は上の画面のようなお知らせが出ます。
間違えた場合は、「戻る」のボタンを押してください。

※コンピューターが自動で、「無帽・正面・背景無し・１人」の条件から外れるものをチェック
しています。

今回は、このままジェントルペンギン

よろしければ、「写真を登録する」というボタンを押してください。

※写真の登録し直しは何度でも可能です。

写真が適切ではない可能性がある場合は上の画面のようなお知らせが出ます。
間違えた場合は、「戻る」のボタンを押してください。

※コンピューターが自動で、「無帽・正面・背景無し・１人」の条件から外れるものをチェック
しています。 

このままジェントルペンギン

よろしければ、「写真を登録する」というボタンを押してください。

※写真の登録し直しは何度でも可能です。

写真が適切ではない可能性がある場合は上の画面のようなお知らせが出ます。
間違えた場合は、「戻る」のボタンを押してください。

※コンピューターが自動で、「無帽・正面・背景無し・１人」の条件から外れるものをチェック

このままジェントルペンギン

よろしければ、「写真を登録する」というボタンを押してください。

※写真の登録し直しは何度でも可能です。

写真が適切ではない可能性がある場合は上の画面のようなお知らせが出ます。
間違えた場合は、「戻る」のボタンを押してください。

※コンピューターが自動で、「無帽・正面・背景無し・１人」の条件から外れるものをチェック

このままジェントルペンギンの写真のままで説明を進めさせていただきます。

よろしければ、「写真を登録する」というボタンを押してください。

※写真の登録し直しは何度でも可能です。
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以上で写真の登録は完了です。
 
「マイページから出願⼿続きを⾏う」というボタンを押して、マイページに戻ってください。
 

以上で写真の登録は完了です。
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その際、三菱総研

 

 

 
新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります
 

その際、三菱総研

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります

STEP 4その際、三菱総研 DCS

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります

STEP 4 出願情報の⼊⼒DCS 株式会社様

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります
 

出願情報の⼊⼒様(http://www.dcs.co.jp/

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります

出願情報の⼊⼒
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http://www.dcs.co.jp/

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります

出願情報の⼊⼒ http://www.dcs.co.jp/)の

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります

の mirai compass.

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります

mirai compass.®のシステムを

 

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります

のシステムを

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります

のシステムを 

新規出願⼿続きは、マイページの下部「新規申し込み⼿続きへ」のボタンを押すと始まります。 



 

最初に入試区分を選択していただきます。
帰国生入試・第
 
 
 

最初に入試区分を選択していただきます。
帰国生入試・第
最初に入試区分を選択していただきます。
帰国生入試・第 1 回入試・第
最初に入試区分を選択していただきます。

回入試・第 2 回入試の中から１つ選び、

 

最初に入試区分を選択していただきます。 
回入試の中から１つ選び、
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回入試の中から１つ選び、回入試の中から１つ選び、「次へ」のボタンを押してください。「次へ」のボタンを押してください。

 

「次へ」のボタンを押してください。

 

「次へ」のボタンを押してください。「次へ」のボタンを押してください。 
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■志願者情報入⼒例 

 

志願者情報を入⼒してください。 
 
※氏名は、住⺠票に記載されている(または記載する予定の)通称名をご記入していただいても構い

ません。 
※日本語で表記できないものは、すべてカタカナでご記入ください。 
※自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。 
※出身小学校がリストにない場合は、都道府県・市町村・小学校名の３つで全て「その他」を選択 

し、そのうえで「その他の学校」の欄にご記入ください。 
※「備考」欄については、特に受験上特別な配慮が必要な場合にご記入ください。帰国生入試出願

の場合は、国語・算数選択であっても、英語⼒検定の資格や評価を所持している場合は、ご記入
ください。 

    例) 英検準１級、IELTS ６．５  など 
 



 

■外国籍・海外在住などの⽅のための志願者情報入⼒例

 

 
※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可

になり、「国名」という記入欄が追加されます。
※自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。
 
 
 
 
 

 

 

外国籍・海外在住などの⽅のための志願者情報入⼒例

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可
になり、「国名」という記入欄が追加されます。
自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。

 

外国籍・海外在住などの⽅のための志願者情報入⼒例

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可
になり、「国名」という記入欄が追加されます。
自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。

 

外国籍・海外在住などの⽅のための志願者情報入⼒例

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可
になり、「国名」という記入欄が追加されます。
自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。

  

外国籍・海外在住などの⽅のための志願者情報入⼒例

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可
になり、「国名」という記入欄が追加されます。
自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。
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外国籍・海外在住などの⽅のための志願者情報入⼒例

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可
になり、「国名」という記入欄が追加されます。 
自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。

外国籍・海外在住などの⽅のための志願者情報入⼒例 

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可

自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可

自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可

自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可

自宅電話番号が出願時に無い場合は、保護者の携帯番号などを入⼒してください。 

 

※「海外の⽅はチェック」というボックスにチェックを入れると、郵便番号・都道府県が入⼒不可
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■帰国生入試の海外在住期間入⼒例 

 

 
※在籍期間ではなく、在住期間で入⼒ください。 
※同一国内で連続した在住期間の中で、複数の学校に通っていた場合は併記をしてください。それ

ぞれの学校の在籍期間の入⼒は必要ありません。 
※在住期間の⻑い順に４か国まで入⼒してください。 
 
 
 
  



 

■保護者情報入⼒例

 
※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話

番号をご入⼒いただくようお願いします。
 
 
全ての入⼒が終わったら
 

 

保護者情報入⼒例

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話
番号をご入⼒いただくようお願いします。

全ての入⼒が終わったら

 

保護者情報入⼒例 

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話
番号をご入⼒いただくようお願いします。

全ての入⼒が終わったら

 

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話
番号をご入⼒いただくようお願いします。

全ての入⼒が終わったら「試験選択画面へ

  

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話
番号をご入⼒いただくようお願いします。

試験選択画面へ」のボタンを押してください。
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※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話
番号をご入⼒いただくようお願いします。 

」のボタンを押してください。

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話

」のボタンを押してください。

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話

」のボタンを押してください。

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話

」のボタンを押してください。 

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話

 

※緊急連絡先の電話番号には、試験中にご連絡することもございます。試験当日に連絡のつく電話



 

■第１回・第
 
第１回・第
上必要になりますのでご協⼒をお願いいたします。
 

リストから選ぶと
 
 

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。
 

第１回・第

第１回・第 2
上必要になりますのでご協⼒をお願いいたします。

リストから選ぶと

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。

第１回・第 2 回入試の入試

2 回入学試験ともに、
上必要になりますのでご協⼒をお願いいたします。

リストから選ぶと、下に入試区分が表示されますので

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。

の入試区分選択

回入学試験ともに、「入試区分」を選択していただく必要があります。
上必要になりますのでご協⼒をお願いいたします。

下に入試区分が表示されますので

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。

 

区分選択 

「入試区分」を選択していただく必要があります。
上必要になりますのでご協⼒をお願いいたします。

下に入試区分が表示されますので

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。
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「入試区分」を選択していただく必要があります。
上必要になりますのでご協⼒をお願いいたします。 

下に入試区分が表示されますので

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、お支払い⽅法選択
で「保存して中断する」ことをおすすめします。 

「入試区分」を選択していただく必要があります。

下に入試区分が表示されますので「選択」のボタンを押してください。

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
お支払い⽅法選択

「入試区分」を選択していただく必要があります。

」のボタンを押してください。

 
すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。

お支払い⽅法選択後の諸変更はできませんの

「入試区分」を選択していただく必要があります。

 
」のボタンを押してください。

 
すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。 

後の諸変更はできませんの

「入試区分」を選択していただく必要があります。データ処理の

」のボタンを押してください。 

 
後の諸変更はできませんの

データ処理の

後の諸変更はできませんの



 

■帰国生入試の入試区分

入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください
決済
クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます
 

リストから選んだ科目を確認して、「選択」のボタンを押してください。
 
 

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。
 
 

■帰国生入試の入試区分

入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください
決済後の科目変更は
クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます

リストから選んだ科目を確認して、「選択」のボタンを押してください。

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。

■帰国生入試の入試区分

入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください
後の科目変更はできま

クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます

リストから選んだ科目を確認して、「選択」のボタンを押してください。

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。

■帰国生入試の入試区分(受験科目

入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください
できませんのでご注意ください

クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます

リストから選んだ科目を確認して、「選択」のボタンを押してください。

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。

 

受験科目)選択 

入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください
せんのでご注意ください

クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます

リストから選んだ科目を確認して、「選択」のボタンを押してください。

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、
で「保存して中断する」ことをおすすめします。
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入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください
せんのでご注意ください(支払い⽅法確定後の科目変更もできませんが、

クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます

リストから選んだ科目を確認して、「選択」のボタンを押してください。

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
ここで、「お支払い画面」へ進むこともできますが、お支払い⽅法選択
で「保存して中断する」ことをおすすめします。 

入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください
支払い⽅法確定後の科目変更もできませんが、

クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます

リストから選んだ科目を確認して、「選択」のボタンを押してください。

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
お支払い⽅法選択

 

入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください
支払い⽅法確定後の科目変更もできませんが、

クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます

 
リストから選んだ科目を確認して、「選択」のボタンを押してください。 

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。
お支払い⽅法選択後の諸変更はできませんの

 

入試区分の試験選択リストから、算数のほかに受験する科目を選択してください。 
支払い⽅法確定後の科目変更もできませんが、

クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます

 
 

 

すると「現在選択中の試験」という欄に、選択決定した入試区分が表示されます。 
後の諸変更はできませんの

 
支払い⽅法確定後の科目変更もできませんが、

クレジットカード以外の決済⽅法を選んだ場合は出願をキャンセルすることができます)。 

 
後の諸変更はできませんの

支払い⽅法確定後の科目変更もできませんが、

後の諸変更はできませんの



 

■入⼒情報の保存と出願⼿続再開

入試区分まで入⼒が終わると、保存して中断することができます。
 
 

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。
 
支払い
 

 

■入⼒情報の保存と出願⼿続再開

入試区分まで入⼒が終わると、保存して中断することができます。

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。

支払い⼿続きが

 

■入⼒情報の保存と出願⼿続再開

入試区分まで入⼒が終わると、保存して中断することができます。

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。

⼿続きが完了するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま

 

■入⼒情報の保存と出願⼿続再開

入試区分まで入⼒が終わると、保存して中断することができます。

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま

  

■入⼒情報の保存と出願⼿続再開 

入試区分まで入⼒が終わると、保存して中断することができます。

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま
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入試区分まで入⼒が終わると、保存して中断することができます。

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま

入試区分まで入⼒が終わると、保存して中断することができます。

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま

入試区分まで入⼒が終わると、保存して中断することができます。 

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできませんのでご注意ください。

 

 

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。

せんのでご注意ください。

⼿続きはマイページの「続きから」というボタンを押すと再開することができます。 

せんのでご注意ください。せんのでご注意ください。 



 

その際、三菱総研

 

 

入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。
 

 

お支払い⽅法を
 
支払い
特に
ますのでご注意ください。

その際、三菱総研

入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。

お支払い⽅法を

支払い⼿続きが
特に現⾦でのお支払いを選択した場合は、店舗
ますのでご注意ください。

STEPその際、三菱総研 DCS

入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。

お支払い⽅法を選択し、「

⼿続きが完了するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま
でのお支払いを選択した場合は、店舗

ますのでご注意ください。

STEP５ お支払い手続きDCS 株式会社様

入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。

、「確認画面へ

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま
でのお支払いを選択した場合は、店舗

ますのでご注意ください。⼿続き完了後５分程度でマイページに反映されます

お支払い手続き様(http://www.dcs.co.jp/

入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。

確認画面へ」のボタンを押してください。

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま
でのお支払いを選択した場合は、店舗

⼿続き完了後５分程度でマイページに反映されます

お支払い手続き 
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http://www.dcs.co.jp/

入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。

」のボタンを押してください。

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま
でのお支払いを選択した場合は、店舗・ATM

⼿続き完了後５分程度でマイページに反映されます

 http://www.dcs.co.jp/)の

入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。

」のボタンを押してください。

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできま
ATM での支払いを済ませるまでが⼿続きになり

⼿続き完了後５分程度でマイページに反映されます

の mirai compass.

入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。

」のボタンを押してください。 

するまで、聖光学院の他の入試区分の出願はできませんのでご注意ください。
での支払いを済ませるまでが⼿続きになり

⼿続き完了後５分程度でマイページに反映されます

mirai compass.®のシステムを

 
入試区分の選択画面から「お支払い画面へ」というボタンを押してください。 

 

せんのでご注意ください。
での支払いを済ませるまでが⼿続きになり

⼿続き完了後５分程度でマイページに反映されます。 

のシステムを

せんのでご注意ください。
での支払いを済ませるまでが⼿続きになり

のシステムを 

せんのでご注意ください。
での支払いを済ませるまでが⼿続きになり



 

■出願情報の確認

 

クレジットカードの場合は情報を入⼒したうえで、志願者情報を確認し
 

 

志願者情報・写真・保護者情報などを確認したら
記内容で申し込む
 
既納の納入⾦は、いかなる事由があってもお返しできません
 

出願情報の確認

クレジットカードの場合は情報を入⼒したうえで、志願者情報を確認し

志願者情報・写真・保護者情報などを確認したら
記内容で申し込む

既納の納入⾦は、いかなる事由があってもお返しできません

出願情報の確認 

クレジットカードの場合は情報を入⼒したうえで、志願者情報を確認し

志願者情報・写真・保護者情報などを確認したら
記内容で申し込む」のボタンを押してください。

既納の納入⾦は、いかなる事由があってもお返しできません

クレジットカードの場合は情報を入⼒したうえで、志願者情報を確認し

志願者情報・写真・保護者情報などを確認したら
」のボタンを押してください。

既納の納入⾦は、いかなる事由があってもお返しできません

クレジットカードの場合は情報を入⼒したうえで、志願者情報を確認し

志願者情報・写真・保護者情報などを確認したら
」のボタンを押してください。

既納の納入⾦は、いかなる事由があってもお返しできません
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クレジットカードの場合は情報を入⼒したうえで、志願者情報を確認し

志願者情報・写真・保護者情報などを確認したら、チェックボックスにチェックをしたうえで、
」のボタンを押してください。 

既納の納入⾦は、いかなる事由があってもお返しできません

クレジットカードの場合は情報を入⼒したうえで、志願者情報を確認し

チェックボックスにチェックをしたうえで、

既納の納入⾦は、いかなる事由があってもお返しできませんのでご注意ください

クレジットカードの場合は情報を入⼒したうえで、志願者情報を確認してください。

チェックボックスにチェックをしたうえで、

のでご注意ください

 

てください。

 
チェックボックスにチェックをしたうえで、

のでご注意ください。 

てください。 

チェックボックスにチェックをしたうえで、「

 

チェックボックスにチェックをしたうえで、「上
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※クレジットカードでお支払いした場合 

 
申込⼿続きは完了になります。マイページより受験票を出⼒し、印刷をしてください。 
 
また、下画面のように、申込受付および支払い完了のメールが mirai-compass@e-shiharai.net より
ご登録されたメールアドレスまで送付されますので、ご確認ください。 
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※その他のお支払⽅法を選択した場合(下画面はペイジー・⾦融機関 ATM での支払いを選択) 

 

指定の期間内に、選択した⽅法で決済を完了してください。 
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また、下画面のように、申込受付および支払い案内のメールが mirai-compass@e-shiharai.net より
ご登録されたメールアドレスまで送付されますので、ご確認ください。 

 
※詳しいお支払⽅法については、３ページからアクセスできる mirai compass.®の説明サイトを
ご確認ください。  



 

その際、三菱総研

 

 

決済が完了すると、受験票が印刷できるようになります。
マイページの
 

 

次画面の「「受験票」表示」というボタンを押してください。

その際、三菱総研

決済が完了すると、受験票が印刷できるようになります。
マイページの

次画面の「「受験票」表示」というボタンを押してください。

STEPその際、三菱総研 DCS

決済が完了すると、受験票が印刷できるようになります。
マイページの「受験票」というボタンを押してください。

次画面の「「受験票」表示」というボタンを押してください。

STEP６ 受験票の印刷DCS 株式会社様

決済が完了すると、受験票が印刷できるようになります。
」というボタンを押してください。

次画面の「「受験票」表示」というボタンを押してください。

受験票の印刷様(http://www.dcs.co.jp/

決済が完了すると、受験票が印刷できるようになります。
」というボタンを押してください。

次画面の「「受験票」表示」というボタンを押してください。

受験票の印刷 
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http://www.dcs.co.jp/

決済が完了すると、受験票が印刷できるようになります。
」というボタンを押してください。

次画面の「「受験票」表示」というボタンを押してください。

http://www.dcs.co.jp/)の

決済が完了すると、受験票が印刷できるようになります。 
」というボタンを押してください。 

次画面の「「受験票」表示」というボタンを押してください。 

の mirai compass.mirai compass.®のシステムを

 

のシステムをのシステムを 
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すると受験票と受験生確認票が 1 枚でプリントできるデータがダウンロードできます。 
 

こちらを A4 サイズ普通紙に印刷して、受験票と受験生確認票を
切り離し、必ず両⽅を試験当日にお持ちください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
以上で出願のための諸⼿続きが完了となります。 

 
 

 


