
WEB出願ガイド

24時間いつでも
出願可能

WEBで
合否発表の確認

受験料の
お支払いが便利

インターネットに接続できる
環境であれば、いつでも
出願申し込みが可能です。

POINT 1 POINT 2 POINT 3

出願後も合否発表まで
内容を確認・変更できます。

お支払い方法は
以下の中からお選びいただけます。

・銀行振込
・コンビニATMからの振込
・クレジットカード

WEB出願のポイント

コミュニケーション型選抜対象



インターネット環境の確認

インターネットに接続されたパソコン・スマートフォン・タブレットをご用意ください。

利用可能なメールアドレスの準備

マイページの登録に必要です。
また登録したアドレスに重要な通知を配信します。

添付・郵送書類の準備

郵送書類は、発行に時間がかかる場合がありますので、
できるだけ出願前に準備をしておいてください。

郵送書類：調査書・推薦書 添付書類：顔写真

事前準備 STEP11 WEB出願ガイド



WEB出願ページにアクセス STEP2 マイページ登録2 WEB出願ガイド

WEB出願のページからアクセ

スし、「メールで通知を受け取

る」ボタン選択します。

手順１

氏名・電話番号・メールアドレ

スを入力してください。

手順２

入力したメールアドレス宛に

メールが送信されます。

手順３

入力したメールアドレスに届く

「仮登録完了のお知らせ」

メール内にあるURLをクリックし

て登録を完了させてください。

手順４

メールで受け取る場合

メールが届かない場合はここをチェック！

●迷惑メールのフォルダに振り分けられてい
ませんか？
プロバイダの設定で自動で迷惑メールフォル
ダへ振り分けられる場合があります。迷惑
メールフォルダをご確認ください。

●サーバーのメールボックスの容量がいっぱ
いになていませんか？
受信メールボックスがいっぱいになると受信
されない場合があります。不要なメールを削
除してみてください。

●メールアドレスを間違って登録されていま
せんか？
カンマ（,）とドット（.）、半角と全角など
入力の間違いがないか確認してみてください。



WEB出願ページにアクセス STEP2 マイページ登録3 WEB出願ガイド

LINEで受け取る場合

WEB出願のページからアクセ

スし、「LINEで通知を受け取

る」ボタン選択します。

手順１

STEP1「LINEアプリを開く」

を選択します。

手順２

STEP2「友だちに追加する」

を選択します。

手順４

「ログイン」を選択します。

手順３

「ログイン」を選択します。

手順３

※LINEが自動ログイン
設定になっていない場
合、ログイン画面が出
ることがあります。
「LINEアプリでログイ
ン」を選択すると手順
4へ進みます。

※既にLINEで友だち
登録されている方
は手順6へ。



WEB出願ページにアクセス STEP2 マイページ登録4 WEB出願ガイド

「新規出願登録へ進む」ボタン

選択します。

手順５

LINEに届くURLをクリックし

て登録を完了させてください。

手順８

氏名・電話番号・メールアドレ

スを入力してください。

手順６

登録したLINEアカウント宛に

メッセージが送信されます。

手順７

LINEで受け取る場合



個人情報詳細入力

住所や生年月日などを入力してください。

手順１

5

エントリーする場合は、画面の指示に従って入力項目を完了させて

ください。

＜エントリーする場合＞ →

エントリーは、一時保存することができます。

＜一時保存する場合＞ →

手順２

WEB出願ガイドWEB出願ページにアクセス 個人情報登録からエントリーまで



「内容の送信」「一時保存」を押すとマイページのホームへ

移動します。「パスワード設定」ボタンを選択します。

手順１

6

英数字8文字以上のパスワードを設定してください。

ログインする際に使用します。

手順２

WEB出願ガイド

【九州大谷短期大学】

WEB出願ページにアクセス パスワードの設定

ログインする場合はWEB出願のページからアクセスするか、

本登録完了のメールにもリンクがあります。



7 WEB出願ガイド

エントリーする場合は、

「内容の送信」を行ってください。

手順２

●エントリー情報の修正とエントリー

一時保存した情報を修正する場合は、マイページ

試験情報の「申請内容を変更」を選択し、

ページ下部にある「編集」より行ってください。

手順１

WEB出願ページにアクセス 一時保存からエントリーまで



8 WEB出願ガイド

面談が終わりましたら「出願する」より出願登録

を行って下さい。

手順２
エントリー後、面談日を調整し、お電話かメール

にてご連絡いたします。

手順１

WEB出願ページにアクセス 一時保存からエントリーまで



手順１

9

出願する場合は、画面の指示に従って入力項目を完了させて

ください。「内容の送信」ボタンを選択します。

WEB出願ガイドWEB出願ページにアクセス 個人情報の修正と出願登録

●「個人情報登録」の修正

個人情報の修正が必要な場合は、

マイページのお名前の横にある マークを選択します。

「出願情報を確認する」を選択すると個人情報登録のページへ

移動します。ページ下部にある「編集」より行ってください。

※出願登録の内容は変更することができます。

変更方法は次のページ をご覧下さい。10



Ｖ

WEB出願ガイド

●出願登録の修正と出願

内容を送信した後、情報を修正する場合は、マイ

ページ試験情報の「申請内容を変更」を選択し、

ページ下部にある「編集」より行ってください。

WEB出願ページにアクセス 出願登録の修正

手順１

10



11 WEB出願ガイド入学検定料のお支払い STEP3

銀行振込
全国の金融機関窓口で
お支払いください。

クレジットカード支払い
利用できるクレジットカードは以下のマークがついているものです。
VISA、Mastercard、 JCB、 American Express、Diners Club

以下のいずれかの方法でお支払いください。

コンビニATM
からの振込
全国に設置されている
ATMからお振込みください。



12 WEB出願ガイド

クレジットカード支払い

利用できるクレジットカードは以下のマークがついているものです。
VISA、Mastercard、 JCB、 American Express、Diners Club

マイページで検定料のお支払方法の選択画
面が表示されます。クレジットカード決済
を選択します。

手順１ 手順２ お支払する試験の確認ページが開きます。「決済す
る」を押してください。画面がBSペイメントサービ
ス（クレジット決済業務委託）の画面に切り替わりま
す。支払い後はマイページへお戻りください。

入学検定料のお支払い STEP3  クレジットカード



13 WEB出願ガイド入学検定料のお支払い STEP3

銀行振込

全国の金融機関窓口で
お支払いください。

コンビニATM
からの振込
全国に設置されている
ATMからお振込みください。

マイページで検定料のお支払方法の選択画面が
表示されます。銀行振込を選択してください。
銀行振込の方法、必要書類の提出についての案
内があります。金融機関窓口かATMより、指定
の口座へお振込みください。

手順１

銀行から入金が確認されると「検定料はすべてお支払
済みです。」が表示されます。

入学検定料のお支払い STEP3  銀行・ＡＴＭ 振込

※ご注意
ご依頼人名は必ず志願者氏名でお振込みをお願いいた
します。また、ご依頼人名の後ろにスペースを空けて
振込ＩＤ番号を入力してください。振込ＩＤはマイ
ページへ表示されます。



14 WEB出願ガイド

出願登録が受理されると、マイページ内に入学志願票が発行されます。
「メニュー」→「発行書類」の中から入学志願票を選択し印刷してください。

手順１ 手順2 手順3

[総合型選抜]Ⅰ期

【九州大谷短期大学】

指定校推薦選抜

【指定校推薦選抜】
出願受付完了

マイページ
【九州大谷短期大学】

入学志願票の発行と印刷 STEP4

入学志願票



15 WEB出願ガイド

角2型封筒（市販のもの）に、印刷した入学志願票と、必要書類（調査書・推薦書）等を入れ、書留郵便で
郵送（出願期間内必着）または持参してください。必要書類の発送をもって出願完了となります。持参の
場合は次の時間帯にに直接持参してください。平日9：00～16：00（年末年始・祝日を除く）

〒833-0054 福岡県筑後市蔵数495-1

九州大谷短期大学 入試係 宛

送付先

必要書類の提出 STEP5



16 WEB出願ガイド

出願登録が受理されると、マイページ内から受験票が発行されます。
受験票は試験日3日前までには発行されます。

手順１ 手順2 手順3

[総合型選抜]Ⅰ期

【九州大谷短期大学】

指定校推薦選抜

指定校推薦選抜

【指定校推薦選抜】
出願受付完了

マイページ
【九州大谷短期大学】

受験票の発行 STEP6



17 WEB出願ガイド入学選考 STEP7

試験当日は、
印刷した受験票をを用意し、試験会場へお越しください。



18 WEB出願ガイド合否の確認

合格発表日になったら、
マイページにて合否を通知いたします。
マイページにログインし、結果を確認して下さい。

また、合格者には入学に必要な書類を別途お送りいたします。
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