令和３年度（2021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】

令和３年度（２０２１年度）熊本市立高等学校入学者選抜から，インターネット出願システ
ムmiraicompass（ミライコンパス）を利用した出願を導入します。
操作方法については，以下順番に掲載しますが，詳しくは，最終ページの「受験生（受検
生）向け手順サイトのリンク」を確認してください。

1

各高校ホームページからmiraicompass出願サイトへアクセスする
各高校のホームページから

miraicompassの出願サイトに移動します。

熊本市立必由館高等学校
URL http://www.kumamotokmm.ed.jp/school/h/hitsuyukan/

熊本市立千原台高等学校
URL http://www.kumamotokmm.ed.jp/school/h/chiharadai/

「入試情報」をクリック

「インターネット出願はこちらから」を
クリック

「インタ-ネット出願」をクリック

1

熊本市立必由館高等学校

２

熊本市立千原台高等学校

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる

ここから先はテストページの作成例を使って説明します。実際に入力いただく出願サイト
（本番環境）と表示が異なりますが手順は同じです。なお、各高校のボタンの色も異なります。
2-1 はじめての方は「はじめての方はこちら」をクリックします。

2-2 STEP１ E-mail送信
登録するEｰmailを入力し「送信」ボタンを押下してください。
なお，事前にご自身のメールアドレスを、「@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。

2

２

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる（続き）

2-3 登録したメールアドレスに確認メールが送信されてきます。数分経過してもメールが届
かないときは，「@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。
2-4 STEP２ パスワード登録

2-4-1 確認コード入力
メールで届いた確認コード
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

2-4-3 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。

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」をチェックしてください。
その後，「登録」ボタンを
押下してください。
2-5 マイページ 志願者選択 で登録した氏名を選択してください。
※

同じメールアドレスに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。
（例）
クマモト ツバサ
クマモト タロウ
クマモト

ツバサ

クマモト

タロウ

以後，下段の「クマモト タ
ロウ」さんの登録で説明します。
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3

miraicompass

出願サイトで出願情報を入力する

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。
3-1-1
最下段の「新規申込手続き
へ」をクリックしてください。
※

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」を押下して
ください。

※

写真票に顔写真（印画紙）
を貼付予定の方はクリックし
ないでください。

3-2

Step１

入試区分選択
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）選抜出願変更
④後期（一般）選抜特例出願
⑤二次募集
※

左のテストページです。申
込期間が本番サイトと異なり
ますので、ご注意ください。

3-2-2
検査名を選択した後は、
「次へ」ボタンを押下してくだ
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」
を押下することができ
ません。
3-2-4
最後まで読んだら、
「同意して次へ」を押
下してください。
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3-3

Step2

出願情報入力
3-3-1 【市立２高校】
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。

3-3-2 【必由館高校】
志願者情報入力の最下段に
「入力時の注意事項」があります。
「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。

3-3-3 【千原台高校】
志願者情報入力の中段に
「学歴及び職歴について」があり
ます。「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。
3-3-4 志願者情報入力
(1) 入力項目は学校ごとに異な
ります。
(2) 学区内・学区外は、事前に
確認した上で入力してください。
(3) 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。
(4) 入力項目名のすぐ後ろに
「必須」表示がある項目は、空
欄のままだと「エラー表示」が
出ます。また、入力項目の右端
に，（全角）（全角カナ）など
入力規則等が表示されています
が、「半角」で入力すると「エ
ラー表示」が出ます。「エラー
表示」が出ると、次のステップ
に進むことができません。「エ
ラー表示」に従い再度入力して
ください。
3-3-5 保護者情報入力
「申込内容の保護者確認につい
て」欄については、システム上こ
こで表示されていますが、申込内
容確認書を印刷（出力）した後に
利用します。
※ 入力することはできませんが、
システムエラーではありません。
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3-4

Step3

試験選択
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」「募集学科・コー
ス」「入学考査手数料免除の
有無」に必要事項を入力する
と，その下の段検索された試
験の選択の下が点滅します。
右端の「選択」を押下する
と、その下の「現在選択中の
試験」に内容が反映します。

3-4-3 お知らせ（下段）
「お支払い画面へ」へ進む
前に、必ず確認してください。
出願前に中学校への確認が
必要な受検生は、ここまで入
力が終わったら、
「保存して中断する」をク
リックしてください。
※「お支払い画面へ」は、中
学校の先生に「申込内容確
認書」を提出し、出願内容
等を確認していただいた後
になります。いったん、
「保存して中断する」を選
択してください。

3-4-4 申込情報保存完了
「保存して中断する」をク
リックすると，左画面になり
ます。

3-4-5
最下段の「マイページ」を
クリックしてください。
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3-4

Step3

試験選択（続き）
3-4-6 お知らせ（上段）
「お知らせ」を必ず確認し
てください。
※ 顔写真データをアップ
ロードするかどうかは，事
前に中学校の先生に相談し
てください。

3-4-7 申込履歴
「申込確認」を押下すると、
申込内容確認画面に移動しま
す。

3-4-8 申込内容確認
「試験名」、「志願者情報
の確認」の入力内容の確認を
行います。

3-4-9 間違いがない
最下段の「申込内容確認」
を押下してください。
PDFファイルが開きますので、
印刷（出力）して中学校の先
生に提出してください。

3-4-10 間違いがある
最下段の「戻る」ボタンを
押下すると3-4-7画面に戻り
ますので、右側の
「 続きから 」を押下してく
ださい。Step２まで戻ります。
Step２志願者情報入力の項
目に間違いがなければ，最下
段の「試験選択画面」を押下
し，Step３の画面で修正して
ください。
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3-4

Step3

試験選択（続き）
3-4-11 申込内容確認書
記載された内容に間違いがな
いか確認してください。この
「申込内容確認書」は、入学願
の下書きとなります。
3-4-12 「学歴及び職歴」欄
入力する段階では学歴ごとに
改行していますが、申込内容確
認書は学歴の間に半角スペース
が入った状態で印刷（出力）さ
れます。システム上の問題です
ので、そのまま確認を続けてく
ださい。
3-4-13 実技検査
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，
この欄に必ず入力してください。
また、Step３ 試験選択 「募
集学科・コース」でも志望学
科・コースを選択してください。
※

必由館高校普通科芸術コー
ス（美術系・書道系）の志願
者は、Step３ 試験選択
「募集学科・コース」で選択
していれば問題ありません。

3-4-14 １ページでの表示範囲
「学歴及び職歴」欄に入力し
た内容によって、志願者ごと1
ページに表示される項目が異な
ります。
3-4-15 保護者確認
「申込内容確認書」を中学校
に提出する際は、保護者に内容
を確認してもらい、「申込内容
の保護者確認」欄に、確認した
年月日、保護者氏名、押印をし
てもらってください。

必ず中学校の先生に確認してもらってください

3-4-16 中学校へ提出
中学校へ「申込内容確認書」
を提出した後、出願内容に間違
いがなければ、中学校の先生か
ら「支払い」に進むように指示
があります。

3-4-17
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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3-5

Step4

お支払い方法の入力
3-5-1 試験名
入試区分、試験名に間違い
がないか確認してください。

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

１

①クレジットカード
②コンビニエンスストア
③ペイジー・金融機関
ATM（現金）
④ペイジー・金融機関
ATM（カード・通帳）
⑤ペイジー
（ネットバンキング）
※ 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、支
払いができませんので、納
付期間までお待ちください。

【参考】②～⑤を選択した場合の画面（一部）

2

3

3-5-3 支払い方法の決定
「確認画面へ」を押下して
ください。次のStepへ進
みます。

4
5
3-5-4 ご利用可能な金融機
関ATMについて
③ペイジー・金融機関ATM
（現金），④ペイジー・金融
機関ATM（カード・通帳）の
下に「ご利用可能な金融機関
ATMについて」があります。
ここをクリックすると、左画
面が表示されます。
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3-6

Step5

出願情報の確認
3-6-1 試験名・受検料・お支
払方法の確認

１

試験名，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。

2

「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」

3-6-2 支払方法による違い

3

①クレジットカード
事務手数料 330円
②コンビニエンスストア
事務手数料 440円

4

③ペイジー・金融機関ATM
（現金）
事務手数料 440円
④ペイジー・金融機関ATM
（カード・通帳）
事務手数料 440円

5

⑤ペイジー
（ネットバンキング）
事務手数料 330円
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3-6

Step5

出願情報の確認
3-6-1 志願者情報の確認

3-6-2 保護者情報の確認
「申込内容の保護者確認につ
いて」欄は，「申込内容確認
書」印刷後に署名捺印してい
ただいていますので、ここで
は何もしなくて構いません。

3-6-3 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。

3-6-4 最終確認
試験名・受験料・支払い方法、
志願者情報，保護者情報，志願
者顔写真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
□ 生活の本拠
□ その他
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」
を押下してください。
※

「上記内容で申込む」をク
リックすると，修正はできな
くなります。
特に支払方法については、
保護者としっかり話し合った
上で選択してください。
「上記内容で申込む」ボタン
をクリックする前に慎重に確
認してください。

※

クレジットカードを選択し
た場合、3-6-1で示したクレ
ジットカード情報が必須入力
となります。
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3-7

Step6

送信完了
3-7-1 送信完了
受験料・検定料（本市では入
学考査手数料）の支払い状況に
よって表示が変わります。
①

入学考査手数料の支払いが
終わっていない場合
「受験料・検定料をお支払いく
ださい」と表示されます。
②

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。
また、最下段の「マイページ
（受験票出力）へ」をクリック
してください。次ページで説明
します。

3-7-2 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。

3-7-3
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。

3-7-4 マイページ・申込履歴
申込履歴に次の項目①～⑦が
表示されます。
⑦「支払確認」を押下すると、
次の画面が表示されます。
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」

3-7-5 支払方法確認
3-6-4 最終確認で申込み後
の変更はできません。
申込む前に、保護者と支払方
法について、しっかり話し合っ
てください。
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4

マイページから出願書類を印刷（出力）する
4-1 申込履歴
マイページの下段に申込履歴
があります。
項目の右端に「受験票」ボタ
ンがありますので押下してくだ
さい。

4-2 受験票
試験情報が表示されます。最
下段の『「受験票」表示』を押
下してください。
※

PDFファイルの保存方法は
お使いの機器やソフトウェア
によって異なりますので、取
扱説明書などをご確認くださ
い。

※

保存したPDFファイルはコ
ンビニのマルチコピー機でも
印刷可能です。最終ページの
「受験生向け手順サイトのリ
ンク」に「コンビニ印刷」が
ありますので参考にしてくだ
さい。

4-3-1（左下） 入学願
保護者から保護者欄に捺印してもらい，中学校に提出してください。
4-3-2（右下） 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。
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令和３年度（2021年度）熊本県インターネット出願
必由館高等学校・千原台高等学校・熊本中央高等学校
【生徒・保護者用】出願チェックシート 【生徒・保護者用】
チェック欄

STEP1

☑

志願者は、事前に出願校の「出願情報事前記入シート」に記入し、入力項目を事前に確認する
※出願情報事前記入シートは出願校のホームページから印刷してください。

中学校の先生に確認をしてもらってから

STEP2

☑ ①

STEP2

へ進んでください。

出願校のホームページにアクセスし、ページ内のバナーから「出願サイト」にアクセスする

（ス

マートフォン、タブレット端末でもご利用いただけます。）

すでにmiraicompassに登録している方は STEP2 ④ へ進んでくださ
い。
はじめての方はこちら からメールアドレスを登録して「マイページ」をつくる

☑ ②
保
護
者

☑ ③

自
宅
で
行
う

STEP3

パスワード設定

＠
※登録したメールアドレスに確認メールが送信されます。数分経過しても確認メールが届かないときは
「e-shiharai.net」からのＥメールを受信できるように設定してください。

生
徒
／

緊急時に連絡できメールアドレスをご登録ください。パスワー
ド（8文字以上 16文字以下）はメモを取っておいてください。
メールアドレス（ＩＤ）：備忘録として下記に記入してください。

メールアドレス登録

☑ ④

メールアドレス（ＩＤ）とパスワードを入力して

☑ ⑤

「出願情報事前記入シート」を見ながら画面に従い、必要事項を入力・選択する

☑ ⑥

入力した内容を確認した後は「保存して中断する」を選択して入力した情報を保存する

☑ ⑦

マイページから「申込内容確認書」をＡ４用紙で自宅等のプリンタで印刷する

☑

保
護
者

「お支払画面へ」は選択しないでください。
※誤りや不明な点がある場合はサポートセンター（24時間受付）までお問合せください。

コンビニエンスストアでの印刷も可能です。

へ進んでください。

☑ ①
☑ ②

次の３つの入学考査手数料支払い方法からいずれか１つを選択する

④

の手順でマイページに

必ず保護者と一緒に支払い作業を行ってください。

クレジットカード払いを選択

クレジットカードで支払い

[コンビニ支払い方法は裏面]

コンビニ払いを選択

ATM払いを選択

払込番号確認

払込番号確認

コンビニにて支払い

ATMにて支払い

☑ ③

STEP2 ③

☑ ④

マイページから「入学願」と「受検票・写真票」をそれぞれＡ４用紙に自宅等で印刷する

☑

で登録したメールアドレスに届いた「支払い完了メール」を確認する
STEP4 ④ へ進んでください。

支払完了メールが届いてしばらくしてから、次の

コンビニエンスストアでの印刷も可能です。受検票は大切に自宅で保管してください。

STEP4 ④
お願いする

[コンビニ印刷方法は裏面]

で印刷した「入学願」「写真票・支払確認書(控)」を中学校の先生に提出し、出願準備を
※「受検票」「支払確認書」は切り離して保管し、「受検票」は検査当日生徒が持参

※出願者が準備する書類は募集要項で確認すること

※自己申告書(様式５）などその他出願書類を確認すること

【出願書類の作成・出願書類の提出・出願完了】

中学校

STEP6

STEP４

出願校のホームページにある「出願サイト」へアクセスし、STEP2
「ログイン」する

／

STEP5

[コンビニ印刷方法は裏面]

自宅等で印刷した「申込内容確認書」を中学校の先生に提出し確認をしていただく

生
徒

自
宅
で
行
う

を選択してログインする

入力する際には、「miraicompass利用の手引き」を確認してください。

中学校の先生から許可をいただいた生徒のみ

STEP4

ログイン

☑

入学者選抜当日 STEP4 ④

で印刷した「受検票」を持参してください
「支払確認書」は家庭で保管，提出する必要はありません

受験生向け手順サイトのリンク

コンビニ印刷

コンビニ支払い

コンビニエンスストアでの
印刷方法については、
右記のＱＲコードからアク
セスし「コンビニ印刷ガイ
ド」をご覧ください。

コンビニエンスストアでの
お支払い方法については、
右記のＱＲコードからアク
セスし「コンビニ支払いガ
イド」をご覧ください。
【コンビニ印刷ガイド】

【コンビニ支払いガイド】

ペイジー支払い

顔写真登録

ペイジーＡＴＭでのお支払
方法については、
右記のＱＲコードからアク
セスし「ペイジー支払いガ
イド」をご覧ください。

顔写真の登録方法について
は、
右記のＱＲコードからアク
セスし「顔写真登録ガイ
ド」をご覧ください。

【ペイジー支払いガイド】

【顔写真登録ガイド】

出願利用の流れ

cocokara terrace

インターネット出願利用の
流れについては、
右記のＱＲコードからアク
セスし「出願手順サイト」
をご覧ください。

cocokara terrace

【出願手順サイト】

（ココカラテラス）は、
miraicompassに参加して
いる学校の情報発信サイト
です。
【cocokara terrace】

お問合せ先
熊本市立必由館高等学校
〒860-0863 熊本市中央区坪井4丁目15番1号
TEL 096-343-0236
URL http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/school/h/hitsuyukan/

熊本市立千原台高等学校
〒860-0073 熊本市西区島崎2丁目37番1号
TEL 096-355-7261
URL http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/school/h/chiharadai/

熊本中央高等学校
〒860-0077 熊本市中央区内坪井町4-8
TEL 096-354-2333
URL https://kasumigakuen.jp/

