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事前準備
□インターネットに接続できる機器の準備
・PC・スマートフォン・タブレット端末等を準備してください。

□プリンターの準備
・ご自身で出願に必要な書類をダウンロードし、A４用紙にカラー印刷していただきます。
自宅にプリンターがない方は、コンビニエンスストアのプリントサービス等をご利用下さい。

□メールアドレスの準備
・WEB出願サイトの利用には、ユーザーID（メールアドレス）の登録が必要となります。ご登録いただいたメー
ルアドレスは、出願事前手続きの完了メール、出願書類受領メール、緊急連絡等に利用します。
迷惑メール対策を設定されている方は、「@e-shiharai.net」からのメール受信ができるように設定の確認をお
願いします。既にイベント予約等でmiraicompassの共通ユーザーIDを登録済みの方は、再度の登録は不要で
す。

□ミライコンパス インターネット出願の流れの確認
以下のサイトより、必ず出願の流れを確認してください。
https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/



❶ ID登録



はじめて手続きされる方は
「はじめての方はこちら」
よりID登録をしてください。

❶ ID登録



メールアドレスを入力して下さい。

登録後、「確認コード」が送られますの
で、確認をしてください。

❶ ID登録 （メールアドレス登録）

・ミライコンパスへの登録等の確認メー
ルを送信します。必ず @e-shiharai.net
からのE-mail が受信できるように設定し
てください。●●●＠●●●●

mailto:%E5%BF%85%E3%81%9A@e-shiharai.net


「確認コード」の入力

●●●●●●

パスワードの登録

❶ ID登録 （パスワード登録）

●●●＠●●●●

コウセン ハイル



志願者・保護者の情報を
登録してください

❶ ID登録 （志願者・保護者情報の登録）

登録完了後
ログインへ



❷ 顔写真の登録

※写真を登録せず、写真票に直接写真を貼付
しても構いません。



メールアドレスとパスワードを入力し、ログインしてください。
次の画面で志願者を選択してください。

❷ 顔写真登録 （ログイン・志願者選択）

●●●＠●●●●

「出願用写真を登録する方はこちら」より写真を
アップロードしてください。

miraicompass顔写真登録ガイドを参照して
ください。

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

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


❷ 顔写真登録 （アップロード）

クリック

【顔写真データについて】
１．令和4年10月1日以降に撮影(カラー・白黒可)
２．上半身無帽正面向き
３．JPEG形式、またはPNG形式の画像データ
４．推奨の画像サイズは横幅が「450ピクセル」、縦幅が「600」ピクセルで、横幅と縦幅

の比率が「3：4」の割合
５．低画質でないもの（横幅が「250ピクセル」、縦幅が「250」ピクセル以上のもの）
６．アップロードできるデータのファイルは３MBまで



❸ 推薦選抜エントリー



こちらから新規申込手続きをしてください。

Step１
推薦による選抜を選択してください。

❷ 入試区分選択

❸ 推薦選抜エントリー （入試区分選択）



Step２
出願情報を入力してください。

❸ 推薦選抜エントリー （出願情報入力）

ID登録の際に使用したメールアドレスを入力して
ください。



【★重要★】

推薦選抜で合格内定とならなかった場合
に、２月１２日(日）に行われる学力検査

による選抜の受験を希望する場合には、
必ず【有】にチェックをして下さい。

※後日変更はできませんので、希望があれば、必ず
【有】にチェックしてください。

学力検査よる選抜試験の受験会場を選択してください。
※推薦選抜は本校会場（茨城高専）での受験となります。

■希望する入試制度
１．通常学力入試制度
２．特例適用制度による入試
３．特例適用制度による入試と通常学力入試制度の併願

■志望主専攻
・国際創造工学科 機械・制御系
・国際創造工学科 電気・電子系
・国際創造工学科 情報系
・国際創造工学科 化学・生物・環境系
・なし

※希望する入試制度で、通常学力入試制度を選択した場合には、
志望主専攻で必ずなしを選択してください。

※推薦による選抜と学力検査による選抜（特例適用制度）の志望
主専攻が異なる主専攻を選択しても構いません。

推薦による選抜の
志望主専攻

学力検査による選
抜の志望主専攻

（※特例適用制度
を選択の場合）



保護者情報を入力してください。



選択ボタンをクリックしてください。

★重要★
必ず【保存して中断】を選択し、
申込情報の確認を行ってください。

マイページにて、申込情報を確認
してください。

❸ 推薦選抜エントリー （試験選択）



マイページにて、【申込情報】を確
認してください。

❸ 推薦選抜エントリー （申込情報の確認）

申込内容確認書を印刷し、必要に応じて
所属先の中学校の先生又は保護者等に
確認をお願いして下さい。

問題がなければ支払いに進んでください。



マイページより【続きから】をクリックし、
申込内容を再確認して、支払い手続きに進
んでください。

❹ 推薦選抜エントリー （受験料の支払い）

支払い方法の詳細については、ミライコンパスの以下
サイトよりご確認ください。

■出願手順サイト
https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/

■ベイシー支払いガイド
https://www.mirai-compass.jp.net/payeasy/

■コンビニ支払いガイド
https://www.mirai-compass.jp.net/payother/

コンビニ払いの際、支払い完了後にシステムへの反映に時
間を要する場合がありますので、余裕を持ったスケジュール
でのお手続きをお願いします。



内容の確認を行い、

【上記内容で申し込む】をク
リック

❹ 推薦選抜エントリー （クレジットカードでの決済の例）

クレジットカードの例



決済が完了しました。

マイページより受験票（受
験票・写真票・宛名票）が出
力できます。

❹ 推薦選抜エントリー （決済完了）



受験票（受験票・写真票・宛名票）出力してください

❹ 推薦選抜エントリー （受験票（受験票・写真票・宛名票）の出力）



当日持参 提出 封筒に貼付

キリトリ キリトリ

■受験票は試験当日持参してください。

■写真票は本校へ提出して下さい。

■宛名票は本校へ提出する封筒へ貼付
して下さい。

❹ 推薦選抜エントリー （受験票（受験票・写真票・宛名票）について

・出願書類受付期間

日時：

令和４年１２月２２日（木）～１２月
２６日（月）、9時～16時



❹ 学力検査による選抜エントリー



こちらから新規申込手続きをしてください。

Step１
学力検査による選抜を選択してください。

❷ 入試区分選択

❹ 学力検査による選抜エントリー （入試区分選択）



Step２
出願情報を入力してください。

❹ 学力検査による選抜エントリー （出願情報入力）

ID登録をしたメールアドレス
を入力してください。



■希望する入試制度
１．通常学力入試制度
２．特例適用制度による入試
３．特例適用制度による入試と通常学力入試制度の併願

■志望主専攻
・国際創造工学科 機械・制御系
・国際創造工学科 電気・電子系
・国際創造工学科 情報系
・国際創造工学科 化学・生物・環境系
・なし

※希望する入試制度で、通常学力入試制度を選択した場合に
は、志望主専攻で必ずなしを選択してください。

※希望する入試制度で、２．３．を選択した場合には、

志望主専攻（機械・制御系、電気・電子系、情報系、化学・生
物・環境系のいずれか）を選択してください。

■受験会場は以下のいずれかを選択してください。
・本校会場（茨城高専）
・つくば国際会議場会場
・最寄り地等受験の会場

最寄り地等受験を希望する場合には、本校学生課入試係にて
事前に相談をしたうえで、選択いただきますようお願いします。



保護者情報を入力してください。



選択ボタンをクリックしてください。

★重要★
必ず【保存して中断】を選択し、
申込情報の確認を行ってください。

マイページにて、申込情報を確認
してください。

❹ 学力検査による選抜エントリー （試験選択）



❹ 学力検査による選抜エントリー （申込情報の確認）

マイページにて、【申込情報】を確
認してください。

申込内容確認書を印刷し、必要に応じて
所属先の中学校の先生又は保護者等に
確認をお願いして下さい。

問題がなければ支払いに進んでください。



マイページより【続きから】をクリックし、
申込内容を再確認して、支払い手続きに進
んでください。

❹ 学力検査による選抜エントリー （受験料の支払い）

支払い方法の詳細については、ミライコンパスの以下
サイトよりご確認ください。

■出願手順サイト
https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/

■ベイシー支払いガイド
https://www.mirai-compass.jp.net/payeasy/

■コンビニ支払いガイド
https://www.mirai-compass.jp.net/payother/

コンビニ払いの際、支払い完了後にシステムへの反映に時
間を要する場合がありますので、余裕を持ったスケジュール
でのお手続きをお願いします。



内容の確認を行い、

【上記内容で申し込む】をク
リック

❹ 学力検査による選抜エントリー （クレジットカードでの決済の例）

クレジットカードの例



決済が完了しました。

マイページより受験票（受
験票・写真票・宛名票）が出
力できます。

❹ 学力検査による選抜エントリー （決済完了）



受験票（受験票・写真票・宛名票）出力。

❹ 学力検査による選抜エントリー （受験票（受験票・写真票・宛名票）の出力）



当日持参 提出 封筒に貼付

キリトリ キリトリ

■受験票は試験当日持参してください。

■写真票は本校へ提出して下さい。

■宛名票は本校へ提出する封筒へ貼付
して下さい。

❹ 学力検査による選抜エントリー （受験票（受験票・写真票・宛名票）について

・出願書類受付期間

日時：
令和５年１月２４日（火）～

１月２7日（金）、9時～16時



❺帰国子女特別選抜、外国人特別選抜エントリー

必ず出願資格の確認を済ませたうえで、出願手続きを行ってください
詳しくは茨城高専学生課入試係まで問合せください



こちらから新規申込手続きをしてください。

Step１
帰国子女特別選抜ｏｒ外国人特別選抜を選択してく
ださい。

❷ 入試区分選択

❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （入試区分選択）



Step２
出願情報を入力してください。

❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （出願情報入力）

ID登録をしたメールアドレスを入力してください。



選択ボタンをクリックしてください。

★重要★
必ず【保存して中断】を選択し、
申込情報の確認を行ってください。

マイページにて、申込情報を確認
してください。

❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （試験選択）



❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （申込情報の確認）

申込内容確認書を印刷し、必要に応じて
所属先の中学校の先生又は保護者等に
確認をお願いして下さい。

問題がなければ支払いに進んでください。

マイページにて、【申込情報】を確
認してください。



マイページより【続きから】をクリックし、
申込内容を再確認して、支払い手続きに進
んでください。

❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （受験料の支払い）

支払い方法の詳細については、ミライコンパスの以下
サイトよりご確認ください。

■出願手順サイト
https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/

■ベイシー支払いガイド
https://www.mirai-compass.jp.net/payeasy/

■コンビニ支払いガイド
https://www.mirai-compass.jp.net/payother/

コンビニ払いの際、支払い完了後にシステムへの反映に時
間を要する場合がありますので、余裕を持ったスケジュール
でのお手続きをお願いします。



内容の確認を行い、

【上記内容で申し込む】をク
リック

❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （クレジットカードでの決済の例）

クレジットカードの例



決済が完了しました。

マイページより受験票（受
験票・写真票・宛名票）が出
力できます。

❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （決済完了）



受験票（受験票・写真票・宛名票）出力。

❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （受験票（受験票・写真票・宛名票）の出力）



当日持参 提出 封筒に貼付

キリトリ キリトリ

❺ 帰国子女特別選抜・外国人特別選抜エントリー （受験票（受験票・写真票・宛名票）について

■受験票は試験当日持参してください。

■写真票は本校へ提出して下さい。

■宛名票は本校へ提出する封筒へ貼付し
て下さい。

・出願書類受付期間

日時：
令和５年１月２４日（火）～

１月２7日（金）、9時～16時


	茨城高専�WEB出願エントリーマニュアル
	事前準備
	❶　ID登録
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	❷　顔写真の登録
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	❸　推薦選抜エントリー
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	❹　学力検査による選抜エントリー
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	❺帰国子女特別選抜、外国人特別選抜エントリー
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44

