
各高校ホームページから出願サイトにアクセスする1

熊本市立必由館高等学校 熊本市立千原台高等学校

令和５年度 必由館高等学校・千原台高等学校
miraicompass利用の手引き【受検生・保護者用】

1

マイページをつくる２

2-1 はじめての方は「はじめての方はこちら」を押す

2-2 メールアドレス（ID）を登録・送信する
次の画面で、登録するEｰmailを入力し「送信」ボタンを押してください。

2-3 登録したメールアドレスに確認メールが送信される
数分経過してもメールが届かない場合は、「@e-shiharai.net」からのEメールが受信
できるように設定してください。

※ 画像についてはイメージで、実際と異なる場合があります。



2-4-3 mcID(共通ID)登録
他の高校でも使用する場合は「は
い」を、使用しない場合は「いい
え」をチェックしてください。

2-4 パスワードを登録する。

2-4-1 確認コード入力
メールに届いた確認コードを入力
してください。

登録したメールアドレス

2-4-2 パスワード入力
必要事項を入力してください。

①志願者氏名（カナ）
②生年月日
③パスワード

2-4-4 登録
利用規約をクリックし、内容を
確認した上で「同意する」に
チェックしてください。
その後、「登録」ボタンを押し
てください。

2-5 マイページ 志願者選択 する
次の画面で、登録した氏名を選択します。

※ 同じメールアドレスで兄弟姉妹など同時に複数名登録することができます。複数名登録し
ている場合は、自分の名前を選択してください。

マイページをつくる（続き）２
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3-1-1
最下段の「新規申込手続き
へ」を押してください。

※ 顔写真を登録される方は、
中段の「出願用顔写真を登録
する方はこちら」を押してく
ださい。
※ 写真票を印刷した後に、顔
写真（印画紙）を貼付予定の
方は押さないでください。

3-1 マイページから「新規申込手続き」をクリックしてください。

miraicompass 出願サイトで出願情報を入力する3

3-2-1 入試区分
入試区分から受検する検査を選
択してください。
①前期（特色）選抜
②後期（一般）選抜
③後期（一般）出願変更
④後期（一般）特例出願
⑤二次募集
⑥追検査受検者対象の二次募集

3-2-2
入試区分の表示を確認し、「次
へ」を押してください。

3-2-3 規約同意確認
右端のスクロール
バーを使い、最後まで
読んでください。最後
までスクロールされな
いと「同意して次へ」
を押すことができませ
ん。

3-2-4
最後まで読んだら、
「同意して次へ」を押
してください。
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3-2 入試区分選択



3-3-1 お知らせ
出願情報入力の前に、最上段
の「お知らせ」を必ず確認して
ください。

3-3-3 保護者情報入力
保護者の住所については、
市・郡名までの入力となりま
すので、例えば「菊池郡菊陽
町久保田2800」であれば、
市・郡の欄には「菊池郡」と
入れてください。

3-3-4 試験選択画面へ
「試験選択画面へ」を押し
てください。

3-3-2 志願者情報入力
(1)入力項目は入試区分や学校ご
とに異なります。

(2)入力項目名のすぐ後ろに「必
須」表示がある項目は、全て
入力します。
(3)項目によっては、(全角)や(半
角数字)のように指定がありま
す。特に指定がないところは、
全角でも半角でも構いません。
(4)志願者住所で例えば「菊池郡
菊陽町久保田2800」であれば、
市区町村の欄には「菊池郡菊
陽町」、町名の欄には「久保
田」、番地以降の欄には
「2800」と入れてください。
(5)「学歴及び職歴について」に
は「学歴及び職歴」欄の入力
について注意事項をまとめて
いますので、必ず確認してく
ださい。
(6)学区内・学区外は、事前に確
認した上で入力してください。
(7)実技検査のあるコースを志望
する志願者は，種目等を選ん
でください。
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3-3 出願情報入力



3-４-1 お知らせ（上段）
試験検索の前に、「お
知らせ」を必ず確認してく
ださい。

※ 令和2年7月豪雨の被災者
に対する入学考査手数料の
免除の対象者を表示してい
ます。免除申請する場合、
出願時に免除申請書等の提
出が必要となります。

3-４-2 試験検索
「試験」「志望学科・
コース」「入学考査手数料
免除の有無」で必要事項を
選択すると、その下の段の
表示が点滅します。
右端の「選択」を押すと、
その下の「現在選択中の試
験」に内容が反映します。
選択を間違えて再度入力
が必要な場合は、「選択解
除」を押してください。選
択解除をしないと、上段の
試験選択が動きません。

3-４-3 お知らせ（下段）
「お支払い画面へ」に進
む前に、必ず確認してくだ
さい。
ここまで入力が終わった

ら、一旦「保存して中断
する」を押してください。
なお、「お支払い画面
へ」は、ここでは押さない
のようお願いします。

3-４-4 申込情報保存完了
「保存して中断する」を
押すと、左画面になります。

3-４-5
最下段の「マイページ」を
押してください。
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3-４ 試験選択



3-５-１ 申込履歴
「受検票【仮】」を押す
と、受検票【仮】表示画面
に移動します。

3-５-２ 受検票【仮】
ここまで、パソコンで入
力をしていて、プリンター
で印刷できる方は、最下段
の『「受検票【仮】」表
示』を押してください。
スマートフォンやタブ
レット、プリンターにつな
がっていないパソコンで入
力をしていて、コンビニエ
ンスストアで印刷する方は
下の①を、他のパソコンに
つながったプリンターから
印刷する方は、下の②を参
照してください。

①コンビニエンスストアで
印刷する場合は、左下の
「コンビニエンスストアで
プリントする方はこちら」
をクリックすると、左の画
面で、コンビニエンススト
アで印刷するためのプリン
ト予約をすることができま
す。

②他のパソコンにつながっ
たプリンターから印刷する
場合、左下の「ダウンロー
ドできない方はこちら」を
クリックすると、左の画面
で、IDとして登録したメー
ルアドレス宛にPDFファイ
ルを送信することができま
す。その後、別のパソコン
等でメールの添付ファイル
を開いて印刷してください。
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3-５ 申込内容確認



3-６-1 入学願（確認用）
記載された内容に間違いがな
いかもう一度確認してください。
間違いがあった場合、最下段
の「戻る」を押すと、3-5-1画
面に戻ります。「続きから」を
押して入力画面に戻り、訂正を
します。

3-６-2 実技検査について
必由館高校普通科芸術コース
（音楽系）、千原台高校普通科
健康スポーツコースの志願者は、
関係する欄の入力内容を再度確
認してください。

※必由館高校普通科芸術コース
（美術系・書道系）の志願者は、
「志望学科・コース」で適切に
選択していれば問題ありません。

3-６-３ 中学校へ提出
中学校へ「入学願（確認
用）」「受検票（確認用）等」
を提出し、出願内容に間違いが
なければ、中学校の先生から「
支払い」に進むよう指示があり
ます。

3-６-4
中学校の先生から指示があったら、マイページ「続きから」を選択してください。
続いて、Step２ 出願情報入力の最下段から「試験選択画面へ」を選択してください。
続いて、Step３ 試験選択の最下段から「お支払画面へ」を選択してください。
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3-６ 入学願（確認用）

必ず中学校の先生に確認してもらってください



3-７-1 試験名
もう一度、入試区分、試験名に間違
いがないか確認してください。

3-７-2 お支払方法の選択
5つのお支払い方法から１つ選択して
ください。

※ お支払方法は、必ず保護者と相談
して決定してください。
※ 納付期間は別に定めています。納
付期間以外は、お支払いができませ
んので、納付期間までお待ちくださ
い。
※ 納付期間については、この手引き
の最後に記載していますので御確認
ください。
※ 事務手数料はいずれのお支払い方
法でも、入学考査手数料2,200円に
対して別途200円がかかります。
※ 一旦納付した入学考査手数料及び
事務手数料（振込手数料）は理由
のいかんを問わず返金しません。お
支払いの前に十分に御確認をお願い
します。

3-７-3 お支払い方法の決定
「確認画面へ」を押してください。
次の画面へ進みます。
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3-７ お支払い方法の入力

3-８-１ 試験名・受検料・お支払方法
の確認

試験名、受験料・検定料、事務手数
料、合計、お支払い方法が表示されま
す。間違いがないか確認してください。

※クレジットカードを選択する場合、
必須入力項目があります。大変重要な
情報ですので、入力は保護者に手伝っ
てもらってください。
「クレジットカードの種類」
「クレジットカード番号」
「セキュリティコード」
「有効期限」

3-８ 出願情報の確認



3-８-２ 志願者情報の確認

3-８-３ 保護者情報の確認

3-８-４ 志願者顔写真
顔写真データを登録してい
る場合は、ここに表示されま
す。

3-８-５ 最終確認
第１志望の科・コース名
（第２志望がある場合も第１
志望のみが表示されます）、
志願者氏名（漢字）、生年月
日に間違いがないか確認して
ください。
間違いがなければ□をクリッ
クして、☑チェックマークを
付けてください。

申込内容
□ 試験名（検査名）
志願者情報
□ 志願者氏名（漢字）
□ 生年月日
□ その他

3-８-６ 項目の確認が終わり、
すべてにチェックマークを
付けたら、最下段の「上記
内容で申込む」を押してく
ださい。

※ 「上記内容で申込む」を
押すと、システム上での訂
正はできなくなります。訂
正が必要になった場合には、
中学校から高校への問合せ
が必要になります。「上記
内容で申込む」を押す前に
慎重に確認してください。
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3-９-1 送信完了
受験料・検定料（本市では入学
考査手数料）のお支払い状況によ
って表示が変わります。

① お支払いがクレジットカード
の場合
リアルタイム決済となります
ので、「出願申込および決済が
完了しました」と表示されます。
最下段の「マイページ（受検
票出力）へ」を押してください。

② お支払いがコンビニエンスス
トアやペイジ―の場合
「受験料・検定料をお支払い
ください」と表示されます。

3-９-2 学校からのお知らせ
各高校で表示が異なりますので、
必ず確認してください。

3-９-3
確認が終わりましたら、「マイ
ページへ」「ログアウト」のいず
れかを選択してください。

3-９-4 マイページ・申込履歴
必要に応じて、マイページの申
込履歴を御確認ください。申込履
歴には、次の①～⑦が表示されま
す。クレジットカードを選択した
場合は①～⑥が表示されます。
①申込番号
②入試区分
③申込日
④支払方法
⑤入金情報
⑥「申込確認」
⑦「支払確認」

※ ⑦「支払確認」を押すと、左
の画面が表示されます。
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3-９ 送信完了



マイページから出願書類を印刷（出力）する4

4-1 申込履歴
マイページの下段に申込履歴が
あります。
項目の右端の「受検票」を押し
てください。

4-2 受検票
受検票【仮】の時と同様に、
パソコンで入力していて、プリン
ターで印刷できる方は『「受検
票」表示』を押してください。
スマートフォンやタブレット、
プリンターにつながっていないパ
ソコンで入力している場合、「コ
ンビニエンスストアでプリントす
る方はこちら」や「ダウンロード
できない方はこちら」から、プリ
ント予約やメール送信をしてくだ
さい。

4-3-1 入学願
保護者から記載内容を確認して
もらい、中学校に提出してくださ
い。

4-3-2 受検票・写真票・支払確認書（控）・支払確認書
①「受検票」（左端），②「支払確認書」（右端）を切り離し、①「受検票」は検査当
日まで各自で保管し、検査日に持参してください。④「支払確認書」は家庭で保管してく
ださい。赤枠内の②「写真票」、③「支払確認書（控）」は切り離さず、「入学願」とと
もに出願書類として中学校に提出してください。出願書類が出願期間内に受検する当該高
等学校に受理されると出願完了となります。
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令和５年度（2023 年度）熊本市立高等学校入学者選抜における 

インターネット出願システム入力等の日程 
 

熊本市教育委員会 

 

令和５年度（2023年度）熊本市立高等学校入学者選抜におけるインターネット出願

システムを利用しての入学願書入力期間（以下、「入力期間」という。）及び入学考査手

数料の納付期間（以下、「納付期間」という。）を、下記のとおり定めます。 

 

記 

 

１ 前期（特色）選抜 

(1) 入力期間    令和４年（2022年）１２月６日（火）0：00 

～令和５年（2023年）１月１６日（月）23：59 

(2) 納付期間    令和４年（2022年）１２月１３日（火）0:00 

～１月１６日（月）23：59 

(3) 出願期間    令和５年（2023年）１月１３日（金） 

～１月１７日（火）16：00 

(4) 検査日     令和５年（2023年）１月２４日（火） 

(5) 選抜結果の通知 令和５年（2023年）２月１日（水） 
※ 発表は、３月６日（月） 

 

 

２ 後期（一般）選抜 

(1) 入力期間    令和５年（2023年）１月１１日（水）0：00 

～令和５年（2023年）２月６日（月）23：59 

(2) 納付期間    令和５年（2023年）１月１５日（日）0：00 

～２月６日（月）23：59 

(3) 出願期間    令和５年（2023年）２月２日（木） 

～２月７日（火）正午 

(4) 検査日     令和５年（2023年）２月２１日（火）・２月２２日（水） 

(5) 合格者発表   令和５年（2022年）３月 ６日（月） 

 

 

３ 後期（一般）選抜の出願変更 

(1) 入力期間    令和５年（2023年）２月 ８日（水）0：00 

～２月 ９日（木）23：59 

(2) 納付期間    令和５年（2023年）２月 ８日（水）0:00 

～２月 ９日（木）23：59 

(3) 出願期間    令和５年（2023年）２月 ８日（水） 

～２月１０日（金）正午 
＊ 検査日、合格者発表は、「２ 後期（一般）選抜」に同じ。 

 

 

 

 



   

４ 後期（一般）選抜の特例出願 

(1) 入力期間    令和５年（2023年）２月 ７日（火）0：00 

～２月１５日（水）23：59 

(2) 納付期間    令和５年（2023年）２月 ７日（火）0：00 

～２月１５日（水）23：59 

(3) 出願期間    令和５年（2023年）２月１３日（月） 

～２月１６日（木）16：00 
＊ 検査日、合格者発表は、「２ 後期（一般）選抜」に同じ。 

 

 

５ 二次募集 

(1) 入力期間    令和５年（2023年）３月 ６日（月）0：00 

～３月 ８日（水）23：59 

(2) 納付期間    令和５年（2023年）３月 ６日（月）0：00 

～３月 ８日（水）23：59 
※ 後期（一般）選抜合格者発表日から入力・納付できるように設定 

(3) 出願期間    令和５年（2023年）３月 ７日（火） 

～３月 ９日（木）正午 

(4) 出願者面接等  令和５年（2023年）３月１３日（月） 

(5) 選抜結果の通知 令和５年（2023年）３月１５日（水） 

 

 

６ 追検査受検者対象の二次募集 

(1) 入力期間    令和５年（2023年）３月１５日（水）0：00 

～３月１６日（木）23：59 

(2) 納付期間    令和５年（2023年）３月１５日（水）0：00 

～３月１６日（木）23：59 

(3) 出願期間    令和５年（2023年）３月１６日（木） 

～３月１７日（金）16：00 

(4) 出願者面接等  令和５年（2023年）３月２０日（月） 

(5) 選抜結果の通知 令和５年（2023年）３月２２日（水） 


